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無登録格付に関する説明書

〈無登録格付に関する説明書（ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク）〉

お客様各位

　格付会社に対しては、市場の公正性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に
基づく信用格付業者の登録制が導入されております。
　これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘
を行う場合には、金融商品取引法により、無登録格付である旨及び登録の意義等を
お客様に告げなければならないこととされております。
　つきましては、格付会社（ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク、スタンダード＆
プアーズ・レーティングズ・サービシズ、フィッチ・レーティングス）の「無登録格付に関する
説明書」を下記の通りお知らせ致します。

記

登録の意義について
　登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止・格付プロセスの公正性確保等の業務管理体制の整備義務、③格付対
象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成及び公表・説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を
受けるとともに、報告徴求・立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制・
監督を受けておりません。

格付会社グループの呼称等について
格付会社グループの呼称 ： ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク
グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号 ： ムーディーズ・ジャパン株式会社（金融庁長官（格付）第２号）

信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について
　ムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ（ムーディーズ日本語ホームページ（http://www.moodys.co.jp）の「信用格付事業」をク
リックした後に表示されるページ）にある「無登録業者の格付の利用」欄の「無登録格付説明関連」に掲載されております。

信用格付の前提、意義及び限界について
　ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク（以下、「ムーディーズ」という。）の信用格付は、事業体、与信契約、債務又は債務類似証
券の将来の相対的信用リスクについての、現時点の意見です。ムーディーズは、信用リスクを、事業体が契約上・財務上の義務を期日に履
行できないリスク及びデフォルト事由が発生した場合に見込まれるあらゆる種類の財産的損失と定義しています。信用格付は、流動性リ
スク、市場リスク、価格変動性及びその他のリスクについて言及するものではありません。また、信用格付は、投資又は財務に関する助言
を構成するものではなく、特定の証券の購入、売却、又は保有を推奨するものではありません。ムーディーズは、いかなる形式又は方法に
よっても、これらの格付若しくはその他の意見又は情報の正確性、適時性、完全性、商品性及び特定の目的への適合性について、明示
的、黙示的を問わず、いかなる保証も行っていません。
　ムーディーズは、信用格付に関する信用評価を、発行体から取得した情報、公表情報を基礎として行っております。ムーディーズは、こ
れらの情報が十分な品質を有し、またその情報源がムーディーズにとって信頼できると考えられるものであることを確保するため、全て
の必要な措置を講じています。しかし、ムーディーズは監査を行う者ではなく、格付の過程で受領した情報の正確性及び有効性につい
て常に独自の検証を行うことはできません。

　この情報は、平成26年2月18日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証するもの
ではありません。詳しくは上記ムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページをご覧ください。



〈無登録格付に関する説明書（スタンダード＆プアーズ・レーティングズ・サービシズ）〉

登録の意義について
　登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止・格付プロセスの公正性確保等の業務管理体制の整備義務、③格付対
象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成及び公表・説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を
受けるとともに、報告徴求・立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制・
監督を受けておりません。

格付会社グループの呼称等について
格付会社グループの呼称 ： スタンダード＆プアーズ・レーティングズ・サービシズ
グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号 ： スタンダード＆プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社（金融庁長官（格付）
 第５号）

信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について
　スタンダード＆プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社のホームページ（http://www.standardandpoors.co.jp）の「ライブラリ・規制
関連」の「無登録格付け情報」（http://www.standardandpoors.co.jp/unregistered）に掲載されております。

信用格付の前提、意義及び限界について
　スタンダード＆プアーズ・レーティングズ・サービシズ（以下「レーティングズ・サービシズ」）の信用格付は、発行体または特定の債務の
将来の信用力に関する現時点における意見であり、発行体または特定の債務が債務不履行に陥る確率を示した指標ではなく、信用力
を保証するものでもありません。また、信用格付は、証券の購入、売却または保有を推奨するものでなく、債務の市場流動性や流通市場
での価格を示すものでもありません。
　信用格付は、業績や外部環境の変化、裏付け資産のパフォーマンスやカウンターパーティの信用力変化など、さまざまな要因により変
動する可能性があります。
　レーティングズ・サービシズは、信頼しうると判断した情報源から提供された情報を利用して格付分析を行っており、格付意見に達す
ることができるだけの十分な品質および量の情報が備わっていると考えられる場合にのみ信用格付を付与します。しかしながら、レー
ティングズ・サービシズは、発行体やその他の第三者から提供された情報について、監査・デュー・デリジュエンスまたは独自の検証を
行っておらず、また、格付付与に利用した情報や、かかる情報の利用により得られた結果の正確性、完全性、適時性を保証するものでは
ありません。さらに、信用格付によっては、利用可能なヒストリカルデータが限定的であることに起因する潜在的なリスクが存在する場合
もあることに留意する必要があります。

　この情報は、平成26年2月18日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証するもの
ではありません。詳しくは上記スタンダード＆プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社のホームページをご覧ください。

〈無登録格付に関する説明書（フィッチ・レーティングス）〉
登録の意義について
　登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止・格付プロセスの公正性確保等の業務管理体制の整備義務、③格付対
象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成及び公表・説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を
受けるとともに、報告徴求・立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制・
監督を受けておりません。

格付会社グループの呼称等について
格付会社グループの呼称：フィッチ・レーティングス（以下「フィッチ」と称します。）
グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号：フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社（金融庁長官（格付）第７号）

信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について
　フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社のホームページ（http://www.fitchratings.co.jp）の「規制関連」セクションにある「格付方
針等の概要」に掲載されております。

信用格付の前提、意義及び限界について
　フィッチの格付は、所定の格付基準・手法に基づく意見です。格付はそれ自体が事実を表すものではなく、正確又は不正確であると
表現し得ません。信用格付は、信用リスク以外のリスクを直接の対象とはせず、格付対象証券の市場価格の妥当性又は市場流動性につ
いて意見を述べるものではありません。格付はリスクの相対的評価であるため、同一カテゴリーの格付が付与されたとしても、リスクの
微妙な差異は必ずしも十分に反映されない場合もあります。信用格付はデフォルトする蓋然性の相対的序列に関する意見であり、特定
のデフォルト確率を予測する指標ではありません。
　フィッチは、格付の付与・維持において、発行体等信頼に足ると判断する情報源から入手する事実情報に依拠しており、所定の格付方
法に則り、かかる情報に関する調査及び当該証券について又は当該法域において利用できる場合は独立した情報源による検証を、合
理的な範囲で行いますが、格付に関して依拠する全情報又はその使用結果に対する正確性、完全性、適時性が保証されるものではあり
ません。ある情報が虚偽又は不当表示を含むことが判明した場合、当該情報に関連した格付は適切でない場合があります。また、格付
は、現時点の事実の検証にもかかわらず、格付付与又は据置時に予想されない将来の事象や状況に影響されることがあります。
　信用格付の前提、意義及び限界の詳細にわたる説明については、フィッチの日本語ウェブサイト上の「格付及びその他の形態の意見に
関する定義」をご参照ください。

　この情報は、平成26年2月18日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証するもの
ではありません。詳しくは上記フィッチのホームページをご覧ください。

以上
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１．この発行登録目論見書が対象とする社債5,000億円の売出しに関する発行登録につ

いては、発行会社は、金融商品取引法第23条の3第1項の規定により、発行登録書を

平成26年8月19日に関東財務局長に提出し、平成26年8月27日にその効力が生じてい

ます。 

 

２．この発行登録目論見書に記載された内容については、今後訂正されることがありま

す。また、参照すべき旨記載された参照情報が新たに差し替わることがあります。

 

３．この発行登録目論見書に基づき、クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・

インベストメント・バンク 2020年２月３日満期 円建 為替トリガー早期円償還条

項 デジタルクーポン ブラジルレアル／日本円連動社債（以下「本社債」といいま

す。）を売り付ける場合には、発行登録追補目論見書を交付致します。 

 

４．本社債の利率、満期償還価格および償還時期は、日本円とブラジルレアルの間の外

国為替相場の変動により影響を受けることがあります。詳細につきましては、「第

一部 証券情報 第２ 売出要項 ２ 売出しの条件 社債の概要」をご参照下さ

い。 

 
 

（注） 発行会社は、平成26年12月19日付で、「クレディ・アグリコル・コーポレート・ア
ンド・インベストメント・バンク 2025年1月30日満期 ブラジルレアル連動パワ
ー・クーポン社債（1年固定型）」の売出しについて、また、平成27年1月8日付で、
「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 
2016年２月２日満期 満期円償還特約付 円／ニュージーランドドル デュアル社
債」の売出しについて、訂正発行登録書を関東財務局長に提出しております。当該
各社債の売出しに係る発行登録目論見書は、この発行登録目論見書とは別に作成お
よび交付されますので、当該各社債の内容はこの発行登録目論見書には記載されて
おりません。 

 



 

本社債に関するリスク要因およびその他の留意点 

 

＜リスク要因＞ 

 

 各投資家は、本社債に投資を行う前に、下記の投資上考慮すべき事項を、本書に含まれるその他の

情報と同様に留意すべきである。投資に関する決定を行う場合、本社債に関する長所とリスクを含む、

本社債の発行者および本社債の売出しの条件に関して自分自身で検討し、それのみに依拠しなければ

ならない。以下に記載されているリスクのみが、本社債に影響を与え得るものではない。同様に、発

行者が本書日付現在において知るところではない別のリスクが発行者の業務、財務状態、業績に悪影

響を与える可能性がある。本社債の市場価格は、一つまたは複数のそれらのリスクまたは要因によっ

て下落する可能性があり、本社債への投資の全部または一部が失われる可能性がある。 

 

＜本社債に関するリスク要因＞ 

 

本社債の市場価格が変動するリスク 

 本社債の市場価格は、日本円金利およびその水準の変化等の影響を受けて変動する。このため、途

中売却する場合の価格が購入時の価格を下回るおそれがある。 

 

信用リスク 

 本社債の償還の確実性は、発行者の信用力に依拠する。本社債の発行者の信用状況の悪化等により、

償還金や利子の支払が滞ったり、支払不能が生じ、投資額の一部または全部を失うおそれがある。本

社債の発行者の信用状況に変化が生じた場合、本社債の市場価格が変動することによって売却損が生

じるおそれがある。 

 

本社債につき支払われる金額 

本社債の満期償還価格は、償還時に有効な日本円・ブラジルレアル間の為替レートにより異なる。

そのため、日本円により投資を行った者は、本社債に対する日本円による投資額を全額回収すること

ができない場合がある。したがって、日本円・ブラジルレアル間の為替レート等外国為替相場の変動

に関連したリスクを理解し、かつかかるリスクに耐えることができ、さらにかかる変動が本社債の価

値にどのような影響を及ぼし得るかを理解する投資家に限り、本社債の購入を検討すべきである。 

公共メディアにおいて公表されている為替レートと全世界的な外国為替市場において取引が行われ

る為替レートとは異なることがあり、したがって、為替相場が下記「第一部 証券情報 第２ 売出要

項 ２ 売出しの条件 社債の概要 2 償還および買入れ」に示される水準に達したと公共メディアが

報じた場合でも、下記「第一部 証券情報 第２ 売出要項 ２ 売出しの条件 社債の概要 2 償還お

よび買入れ (a) 満期償還 (ⅱ)」に規定される算式で計算される満期償還価格での償還となるとは

限らず、またかかる報道がなくてもかかる算式で計算される満期償還価格での償還となる場合がある。 

 



 

利率変動リスク 

本社債の利率は、2015年5月3日の利払日に支払われる利息については固定利率が適用されるが、2015

年8月3日以降の各利払日については、日本円・ブラジルレアル間の為替レートにより適用される利率

が変動する。関連する各利率判定日の参照為替が利率判定為替を下回る円高の場合、関連する利払日

に支払われる利息について適用される利率は、年率0.10％となる。 

 

本社債の流動性に関するリスク 

 本社債は、市場環境の変化により本社債の流動性（換金性）が著しく低くなった場合、売却するこ

とができない可能性がある。また本社債を売買する流通市場が十分に整備されていないため、売却す

ることができない、または購入時の価格を大きく下回る価格での売却となるおそれがある。 

 

早期償還リスク 

本社債は、一定の条件が満たされた場合、いずれかの強制早期償還日に本社債の額面金額1,000,000

円につき1,000,000円でそのすべて（一部のみは不可）について強制償還されることがある。本社債が

償還期限より前に償還された場合、投資家は、当該償還の日（いずれも当日を含まない。）までの利息

を受け取るが、当該償還の日から後のかかる償還期限前の償還がなされなければ受領するはずであっ

た利息を受領することができなくなる。さらに、かかる強制早期償還価格をその時点での一般実勢レ

ートで再投資した場合に、投資家は、かかる償還期限前の償還がなされない場合に得られる本社債の

利息と同等の利回りを得られない可能性がある。 

 

長期保有のリスク 

本社債は、期限前に償還される場合を除き、2020年2月3日に償還される。本社債が早期償還されな

い場合、投資家は、低い方の利率（一定の状況の場合には年率0.10％）による利息を受け取ることと

なる可能性および償還期限までかかる本社債を保有し続けなければならない可能性がある。 

 

投資利回りが同じ程度の期間の普通社債の投資利回りより低くなるリスク（機会費用損失リスク） 

本社債の償還期限または強制早期償還日までの利回りは、他の投資の利回りより低いことがありえ

る。また、仮に本社債と償還期限が同じで強制早期償還のない標準的な発行者の非劣後社債を投資家

が購入した場合、本社債の利回りの方が低いこともありえる。貨幣の時間的価値という観点からみる

と、本社債に対する投資は、その機会費用に見合わないことがある。 

 

本社債に影響を与える市場活動 

発行者、売出人またはそれらの関連会社は、通常業務の一環として、ディーラーとして、また、顧

客の代理人として、直物取引、先渡取引およびオプション取引を随時行うことがある。発行者、売出

人またはそれらの関連会社は、外国為替市場における自己のポジションを直接取引、先渡取引および

オプション取引によりヘッジすることもある。このような取引、ヘッジ活動およびヘッジの解消は、

本社債の条件決定時ならびに利率判定日、 終償還判定日および強制早期償還判定日における日本

円・ブラジルレアル間の為替レートに影響する可能性がある。 

 



 

カントリー・リスク 

本社債には、ブラジル連邦共和国の政治・経済・社会情勢の不安定化や混乱、規制の変更等に起因

する通貨価値の大幅な変動や流動性の低下、市場の機能停止の可能性等、先進国の通貨建の社債に比

べて相対的に大きなカントリー・リスクが存在する。かかるリスクが顕在化した場合には、投資元本

に損失が発生する可能性がある。 

 

税務・会計リスク 

 本社債を購入したときの税務・会計処理方法に関して、新たな解釈・法令等の改正等が行われた場

合、当初予定していた経済効果が得られないことがある。 

 

利益相反リスク 

クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンクまたはクレディ・アグ

リコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンクの関連会社が計算代理人として行為する

場合、本社債の決済時に支払われる額に影響を与え得る計算代理人が本社債の要項に従って行う可能

性のある一定の決定または判断を含め、計算代理人と本社債の所持人との間に潜在的な利益相反が存

在することがある。 
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第一部 【証券情報】 
 

＜クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2020年２月３日満期 円建 為

替トリガー早期円償還条項 デジタルクーポン ブラジルレアル／日本円連動社債に関する情報＞ 

 

第１ 【募集要項】 
 

該当事項なし 

 

第２ 【売出要項】 
 

以下に記載するもの以外については、有価証券を売出しにより取得させるに当たり、その都度「訂正発行

登録書」または「発行登録追補書類」に記載する。 

 

１ 【売出有価証券】 

【売出社債(短期社債を除く。)】 

銘柄 
売出券面額の総額 
又は売出振替社債 

の総額 
売出価額の総額 

売出しに係る社債の所有者の 
住所及び氏名又は名称 

クレディ・アグリコル・コーポ

レート・アンド・インベストメン

ト・バンク 2020年２月３日満期 

円建 為替トリガー早期円償還条

項 デジタルクーポン ブラジルレ

アル／日本円連動社債（別段の記

載がある場合を除き、以下「本社

債」という。）(注1) 

（未定）円 

(注2) 

（未定）円 

(注2) 

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 

東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

 

(以下「売出人」という。) 

記名・無記名の別 無記名式 各社債の金額 1,000,000円 

利率 

(ⅰ) 2015 年 2 月 2日（当日を含む。）から 2015 年 5 月 3日（当日を含まない。）までの

利息計算期間 

 年（未定）％（年率 4.50％から 8.50％までを仮条件とする。） 

(ⅱ) 2015 年 5 月 3日（当日を含む。）から 2020 年 2 月 3日（当日を含まない。）までの

各利息計算期間 

利率判定日における参照為替により以下の通り変動する。 

(a) 利率判定日における参照為替が利率判定為替以上の場合 

 年（未定）％（年率 4.50％から 8.50％までを仮条件とする。） 

(b) 利率判定日における参照為替が利率判定為替未満の場合 

 年 0.10％ 

(注 2)(注 3) 

利払日 
2月3日、5月3日、8月3日およ

び11月3日 
償還期限 2020年2月3日(注4) 

(注1) 本社債は、ユーロ市場においてCACIBの2014年6月25日付ストラクチャード・ユーロ・ミディアム・ターム・

ノート・プログラム（その後の修正を含む。）に基づき、2015年2月2日（以下「発行日」という。）に発行さ

れ、売出人と同一グループ会社である英国SMBC日興キャピタル・マーケット会社によりユーロ市場で引き受け

られる。本社債が証券取引所に上場される予定はない。 
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(注2) 上記の売出券面額の総額および売出価額の総額は、ユーロ市場で発行される本社債の券面総額と同額となる。 

上記の売出券面額の総額、売出価額の総額および利率は、上記仮条件に基づく本社債の需要状況を勘案した上

で決定され、 終的な利率は上記の仮条件と相違する可能性がある。本社債に関する予定および未定の発行条

件は、需要状況を勘案した上で、2015年1月中旬までに決定される予定である。 

(注3) 本社債の利息発生日は、2015年2月2日である。「利息計算期間」、「利率判定日」、「参照為替」および「利

率判定為替」の定義については、下記「社債の概要 1 利息 (a)」を参照のこと。 

(注4) 本社債の満期償還は、下記「社債の概要 2 償還および買入れ (a) 満期償還」に従い円によりなされる。た

だし、本社債は、強制早期償還日（下記「社債の概要 2 償還および買入れ (b) 強制早期償還」に定義す

る。）に期限前償還される可能性がある（下記「社債の概要 2 償還および買入れ (b) 強制早期償還」を参

照のこと。）。なお、その他の償還については、下記「社債の概要 2 償還および買入れ (c) 税制変更によ

る繰上償還」、「社債の概要 2 償還および買入れ (d) 特別税制償還」、「社債の概要 2 償還および買入れ 

(e) FATCA源泉徴収に係る償還」、「社債の概要 2 償還および買入れ (f) 規制償還または強制転売」、「社

債の概要 2 償還および買入れ (g) 違法性および不可抗力」、「社債の概要 3 支払 (f) 予定支払通貨停

止事由」および「社債の概要 5 債務不履行事由」を参照のこと。 

(注5) 本社債につき、CACIBの依頼により、金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けた信用格付業者（以下「信

用格付業者」という。）から提供され、または閲覧に供される信用格付（予定を含む。）はない。 

なお、CACIBの長期非劣後債務には、本書日付現在、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク（以下

「ムーディーズ」という。）によりA2の格付が、スタンダード＆プアーズ・レーティングズ・サービシズ（以

下「S&P」という。）によりAの格付が、フィッチ・レーティングス（以下「フィッチ」という。）からAの格付

が、それぞれ付与されているが、これらの格付は直ちにCACIBにより発行される個別の社債に適用されるもので

はない。 

ムーディーズ、S&Pおよびフィッチは、信用格付事業を行っているが、本書日付現在、信用格付業者として登録

されていない。無登録格付業者は、金融庁の監督および信用格付業者が受ける情報開示義務等の規制を受けて

おらず、金融商品取引業等に関する内閣府令第313条第3項第3号に掲げる事項に係る情報の公表も義務付けられ

ていない。 

ムーディーズ、S&Pおよびフィッチについては、それぞれのグループ内に信用格付業者として、ムーディーズ・

ジャパン株式会社(登録番号：金融庁長官（格付）第2号）、スタンダード＆プアーズ・レーティング・ジャパ

ン株式会社(登録番号：金融庁長官（格付）第5号）およびフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社(登録

番号：金融庁長官（格付）第7号）が登録されており、各信用格付の前提、意義および限界は、インターネット

上で公表されているムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ（ムーディーズ日本語ホームページ

（https://www.moodys.com/pages/default_ja.aspx）の「信用格付事業」のページ）にある「無登録業者の格

付の利用」の「無登録格付説明関連」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」、スタンダード＆

プ ア ー ズ ・ レ ー テ ィ ン グ ・ ジ ャ パ ン 株 式 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ

（http://www.standardandpoors.com/ja_JP/web/guest/home）の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け

情報」（http://www.standardandpoors.com/ratings/unregistered/jp/jp）に掲載されている「格付けの前提･

意 義 ･ 限 界 」 お よ び フ ィ ッ チ ・ レ ー テ ィ ン グ ス ・ ジ ャ パ ン 株 式 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ

（http://www.fitchratings.co.jp/web/）の「フィッチの格付業務について」欄の「規制関連」セクションに

ある「格付方針等の概要」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」において、それぞれ公表され

ている。 
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２ 【売出しの条件】 
 

売出価格 申込期間 申込単位 申込証拠金 申込受付場所 

額面金額の100.00％ 
2015年1月21日から 

同年1月30日まで 

額面金額 

1,000,000円 
な し 

売出人の日本における本

店、各支店および各営業部

店ならびに摘要(6)記載の

金融機関および金融商品仲

介業者の営業所または事務

所 

売出しの委託を受けた者の住所及び氏名又は名称 売出しの委託契約の内容 

該当事項なし 該当事項なし 

 

摘要 

(1) 本社債の発行日は2015年2月2日、受渡期日は、2015年2月3日(日本時間)である。 

(2) 一定の事情により本書の記載を訂正すべきこととなった場合には、申込期間、受渡期日および発行日

のいずれかまたはすべてを概ね1週間程度の範囲で繰下げることがある。 

(3) 本社債の各申込人は、売出人の本支店において各申込人の名義で外国証券取引口座を開設しなければ

ならない。本書に別途規定する場合を除き、各申込人が売出人との間で行う本社債の取引に関しては、

売出人から交付される外国証券取引口座約款に基づき、当該外国証券取引口座を通じて処理される。 

(4) 本社債は、合衆国証券法（下記「社債の概要 2 償還および買入れ (f) 規制償還または強制転売」

に定義する。）に基づき登録されておらず、今後登録される予定もない。合衆国証券法に基づいて本社

債の登録を行うかまたは合衆国証券法の登録義務の免除を受ける場合を除き、合衆国内において、また

は米国人(U.S. Person)に対し、米国人の計算で、もしくは米国人のために、本社債の募集、売出しまた

は販売を行ってはならない。この「摘要(4)」において使用された用語は、合衆国証券法に基づくレギュ

レーションSにより定義された意味を有する。 

(5) 本社債は、合衆国税法の適用を受ける。合衆国の税務規則により認められた一定の取引による場合を

除き、合衆国もしくはその属領内において、または合衆国人(United States Person)に対して本社債の

募集、売出しまたは交付を行ってはならない。この「摘要(5)」において使用された用語は、内国歳入法

（下記「社債の概要 2 償還および買入れ (e) FATCA源泉徴収に係る償還」に定義する。）において定

義された意味を有する。 

(6) 売出人は、金融商品取引法第33条の2に基づく登録を受けた金融機関および同法第66条に基づく登録を

受けた金融商品仲介業者に、本社債の売出しの取扱業務を行うことを委託している。 
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社債の概要 

1 利息 

(a) 各本社債の利息は、上記利率で、利息発生日である2015年2月2日（当日を含む。）から2020年2月3

日（当日を含まない。）までこれを付し、毎年2月3日、5月3日、8月3日および11月3日（以下、それぞ

れを「利払日」という。）に、利息発生日または直前の利払日（当日を含む。）から当該利払日（当

日を含まない。）までの3ヶ月（以下、それぞれを「利息計算期間」という。）分を後払いする。各利

払日に支払われる利息は、額面金額1,000,000円の各本社債につき、以下の通りである。 

 

(ⅰ) 2015年2月2日（当日を含む。）から2015年5月3日（当日を含まない。）までの利息計算期間に

関する利率は年率（未定）％とし、2015年5月3日の利払日に支払われる利息は、額面金額

1,000,000円の各本社債につき、（未定）円である。 

(ⅱ) 2015年5月3日（当日を含む。）から2020年2月3日（当日を含まない。）までの各利息計算期間

に関する利率は、各利率判定日（以下に定義する。）に計算代理人により以下の通り決定され、

毎年2月3日、5月3日、8月3日および11月3日の各利払日に後払いで支払われる利息は、以下の

通りである。 

a. 各利率判定日における参照為替（以下に定義する。）が利率判定為替（以下に定義する。）

以上である場合には、利率は年率（未定）％とし、当該利率判定日の直後の利払日に支払わ

れる利息は、額面金額1,000,000円の各本社債につき、（未定）円である。 

b. 各利率判定日における参照為替が利率判定為替未満である場合には、利率は年率0.10％とし、

当該利率判定日の直後の利払日に支払われる利息は、額面金額1,000,000円の各本社債につき、

250円である。 

 

利払日または満期日（下記「2 償還および買入れ (a) 満期償還」に定義する。）が支払営業日

（以下に定義する。)以外の日にあたる場合には、当該利払日または満期日にかかる支払は翌支払営業

日に行われる。当該利払日に支払われるべき利息額の調整は行われない。 

 

用語の定義 

本書において、以下の用語は、以下の意味を有する。 

「EMTA」とは、エマージング・マーケット・トレーダーズ・アソシエーションをいう。 

「EMTAブラジルレアル産業調査方法論」とは、EMTAブラジルレアル産業調査レート（以下に定義す

る。）を決定するための、ブラジルレアル／米ドル直物レート市場に活発に参加しているブラジルの

金融機関に関する集中的産業調査のための2004年3月1日付方法論（その後の随時の改訂を含む。）を

いう。 

「EMTAブラジルレアル産業調査レート」とは、参照為替決定日（以下に定義する。）の2サンパウロ

およびニューヨーク市営業日（以下に定義する。）後の決済のための1米ドル（以下に定義する。）あ

たりのブラジルレアル（以下に定義する。）の数値として表示される、米ドル換算のための米ドル／

ブラジルレアル外国為替レートをいう。EMTAブラジルレアル産業調査レートは、EMTAブラジルレアル

産業調査方法論に従ってEMTA（またはEMTAがその単独の裁量により選択するサービス提供者）により



― 5 ― 

計算され、関連する参照為替決定日の午後3時45分（サンパウロ時間）頃またはその後可及的速やかに

EMTAのウェブサイト（www.emta.org）において公表される。 

「営業日」とは、東京、ロンドン、ニューヨーク市およびサンパウロにおいて銀行および外国為替

市場が営業を行う日（土曜日および日曜日を除く。）をいう。 

「基準為替」とは、2015年2月2日における参照為替をいう。 

「参照為替」とは、参照為替決定日に関し、以下の規定に従って定められるブラジルレアル1単位あ

たりの円の単位（または端数）の数値として表示されるブラジルレアル／円為替レートをいう。 

① 適用されるPTAX JPYレート（以下に定義する。）のアスクサイドおよびビッドサイドの算術平均

の逆数（ブラジルレアル1単位あたりの円の単位（または端数）の数値として表示され、小数第

3位を四捨五入して小数第2位まで求める。）として、関連する参照為替決定日に、計算代理人

により決定される。 

② 関連する参照為替決定日にPTAX JPYレートが利用可能でない場合、米ドル円参照レート（以下に

定義する。）を適用されるEMTAブラジルレアル産業調査レートで除して得られる（ただし、双

方が利用可能な場合とする。）クロス・カレンシー為替レート（小数第3位を四捨五入して小数

第2位まで求める。）として、関連する参照為替決定日に、計算代理人により決定される。 

③ 関連する参照為替決定日に(ⅰ)PTAX JPYレートが利用可能でなく、かつ(ⅱ)EMTAブラジルレアル

産業調査レートまたは米ドル円参照レートのいずれかが利用可能でない場合には、関連する参

照為替決定日に、計算代理人により、関連する市場慣行を考慮に入れ、誠実に決定される。 

「参照為替決定日」とは、 

① 基準為替の決定に関しては、2015年2月2日をいう。 

② 本社債の利息に関しては、2015年8月3日（当日を含む。）から満期日（当日を含む。）までの各

利払日の15営業日前の日（以下「利率判定日」という。）をいう。 

③ 満期償還に関しては、満期日の15営業日前の日（以下「 終償還判定日」という。）をいう。 

④ 強制早期償還に関しては、2015年5月3日（当日を含む。）から2019年11月3日（当日を含む。）

までの各利払日の15営業日前の日（以下「強制早期償還判定日」という。）をいう。 

「サンパウロおよびニューヨーク市営業日」とは、サンパウロおよびニューヨーク市において銀行

および外国為替市場が営業を行う日（土曜日および日曜日を除く。）をいう。 

「支払営業日」とは、代理契約（下記「11 その他 (2) 代理契約」に定義する。）の規定に従い、

商業銀行および外国為替市場が、(ⅰ) 終券面の場合、支払のための呈示の場所、(ⅱ)東京、(ⅲ)ロ

ンドン、(ⅳ)ニューヨーク市および(ⅴ)サンパウロにおいて、支払決済および一般業務（外国為替お

よび外貨預金の取扱いを含む。）を行っている日をいう。 

「ブラジルレアル」とは、ブラジル連邦共和国の法定通貨をいう。 

「米ドル」とは、合衆国ドル、すなわちアメリカ合衆国の法定通貨をいう。 

「米ドル円参照レート」とは、関連する参照為替決定日の午後4時（ニューヨーク市時間）現在のロ

イタースクリーンの「JPNW」ページ（または、計算代理人がその単独の絶対的な裁量により決定する

かかるレートを表示するためのその承継ページ）に公表され、米ドル1単位あたりの円の単位（または

端数）の数値として表示される、ビッドサイドの米ドル／円為替レートをいう。米ドル円参照レート
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が参照為替決定日に利用できない場合、計算代理人は、関連する市場慣行を考慮に入れ、誠実に関連

する参照為替決定日におけるかかるレートを決定する。 

「利率判定為替」とは、基準為替から8.00円を引いて得られるレートをいう。 

「PTAX JPYレート」とは、ある参照為替決定日に関して、当該参照為替決定日の午後1時15分（サン

パウロ時間）頃までにブラジル中央銀行のウェブサイト（www.bcb.gov.brの" Cotações e boletins"

または"Quotations and bulletins"を参照）(または、計算代理人がその単独の絶対的な裁量により決

定するかかるレートを表示するためのその承継ページ）上でブラジル中央銀行により公表され、ブ

ルームバーグのスクリーン上のページ<BZFXJPY index>（または、計算代理人がその単独の絶対的な裁

量により決定するかかるレートを表示するためのその承継ページ）上に公表される、円1単位あたりの

ブラジルレアルの単位（または端数）の数値として表示される円／ブラジルレアル商業為替レートを

いう。ただし、ブラジル中央銀行のウェブサイト上に表示されるPTAX JPYレートとブルームバーグの

スクリーン上のページ<BZFXJPY index>（または、計算代理人がその単独の絶対的な裁量により決定す

るかかるレートを表示するためのその承継ページ）上に表示されるPTAX JPYレートに相違がある場合、

ブラジル中央銀行のウェブサイト上に表示されるPTAX JPYレートが優先する。 

 

3ヶ月分以外の期間についての利息を計算する必要がある場合、当該利息は、各本社債の未償還の額

面金額に上記記載の利率を乗じ、その積に下記記載の算式により計算された当該期間（以下「計算期

間」という。）の日数を360で除して得られた値を乗じた金額とする。 

 

[360 × (Y2 － Y1)] ＋ [30 × (M2 － M1)] ＋ (D2 － D1) 

360 

 

上記の数式において、 

「Y1」とは、計算期間の初日が属する年を数字で表したものをいう。 

「Y2」とは、計算期間の末日の翌日が属する年を数字で表したものをいう。 

「M1」とは、計算期間の初日が属する暦月を数字で表したものをいう。 

「M2」とは、計算期間の末日の翌日が属する暦月を数字で表したものをいう。 

「D1」とは、計算期間の初日にあたる暦日を数字で表したものをいう。ただし、かかる数字が31の

場合、D1は30になる。 

「D2」とは、計算期間に含まれる末日の翌日にあたる暦日を数字で表したものをいう。ただし、か

かる数字が31であり、D1が29より大きい数字の場合、D2は30になる。 

 

別段の定めがある場合を除き、「社債の概要」におけるすべての計算において、(ⅰ)かかる計算に

より生じるすべてのパーセンテージは、必要に応じて0.00001パーセンテージ・ポイント未満を四捨五

入し、(ⅱ)すべての数値は有効数字7桁に四捨五入（8番目の有効数字が5以上の場合、7番目の有効数

字を切り上げる。）され、(ⅲ)すべての支払期限の到来した通貨は当該通貨単位（以下に定義す

る。）未満を四捨五入する。本項において、「通貨単位」とは、かかる通貨が使用されている国で、

法定通貨として有効である 小の単位をいう。 
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(b) 利息の発生 

本1項において別段の規定がない限り、各本社債の利息（もしあれば）は、償還日以降はこれを付さ

ない。ただし、正当な呈示の下で元金の支払が不当に留保または拒絶された場合は、この限りでない。

この場合、(ⅰ)当該本社債に関して支払われるべき金額の全額が支払われた日または(ⅱ)主支払代理

人（下記「11 その他 (2) 代理契約」に定義する。）が当該本社債に関して支払われるべき金額の全

額を受領し、かかる旨を本社債の所持人に対して、下記「8 通知」に従い通知した日の5日後の日のう

ちいずれか早く到来する日まで、利息が付されるものとする。 

 

2 償還および買入れ 

(a) 満期償還 

下記の規定に従い期限前に償還または買入消却されない限り、各本社債は、CACIBにより、2020年2

月3日（以下「満期日」という。）に円により計算代理人が 終償還判定日に決定する下記の金額（以

下「満期償還価格」という。）で 終的に償還されるものとする。 

 

(ⅰ) 終償還判定日における参照為替が償還判定為替（以下に定義する。）以上である場合、額面

金額の100％ 

 

(ⅱ) 終償還判定日における参照為替が償還判定為替未満である場合、以下の算式に従い算出され

る金額（ただし、1円未満は四捨五入し、0円以上100万円以下の金額とする。） 

 

額面金額 × 
終償還判定日における参照為替 

基準為替 

 

用語の定義 

上記「1 利息 (a) 用語の定義」に加えて、本書において、以下の用語は、以下の意味を有する。 

「償還判定為替」とは、基準為替から12.00円を引いて得られるレートをいう。 

 

(b) 強制早期償還 

強制早期償還判定日において、強制早期償還事由（以下に定義する。）が発生した場合、CACIBは、

強制早期償還日（以下に定義する。）に、本社債の残額の全部（一部は不可）を、強制早期償還日

（当日を含まない。）までに発生した利息（もしあれば）を付して、円により額面金額（以下「強制

早期償還価格」という。）で償還する。 

 

用語の定義 

上記「1 利息 (a) 用語の定義」および「(a) 満期償還 用語の定義」に加えて、本書において、

以下の用語は、以下の意味を有する。 

「強制早期償還事由」とは、強制早期償還判定日の参照為替が強制早期償還判定為替（以下に定義

する。）以上であることをいう。 
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「強制早期償還判定為替」とは、以下のそれぞれの利払日に係る強制早期償還判定日につき、以下

に記載されるレートをいう。 

 

利払日 強制早期償還判定為替 

2015年5月3日 基準為替＋1.50円 

2015年8月3日 基準為替＋1.00円 

2015年11月3日 基準為替＋0.50円 

2016年2月3日 基準為替 

2016年5月3日 基準為替－0.50円 

2016年8月3日 基準為替－1.00円 

2016年11月3日 基準為替－1.50円 

2017年2月3日 基準為替－2.00円 

2017年5月3日 基準為替－2.50円 

2017年8月3日 基準為替－3.00円 

2017年11月3日 基準為替－3.50円 

2018年2月3日 基準為替－4.00円 

2018年5月3日 基準為替－4.50円 

2018年8月3日 基準為替－5.00円 

2018年11月3日 基準為替－5.50円 

2019年2月3日 基準為替－6.00円 

2019年5月3日 基準為替－6.50円 

2019年8月3日 基準為替－7.00円 

2019年11月3日 基準為替－7.50円 

 

「強制早期償還日」とは、強制早期償還事由が発生した日の直後の利払日をいう。 

 

(c) 税制変更による繰上償還  

CACIBは、次の場合において、その選択により随時、30日以上60日以内の（取消不能の）通知を主支

払代理人および下記「8 通知」に従い本社債の所持人に対して行うことにより本社債の全部（一部は

不可）を償還できる。 

(ⅰ) 本社債の発行が承認された日以後に変更または修正の効力が発生する、課税管轄地域（下記

「7 課税上の取扱い (1) フランスの租税」に定義する。）の法律もしくは規則の変更もしく

は修正により、またはかかる法律もしくは規則の適用あるいは公的な解釈の変更により、

CACIBに本社債に基づく次回の支払期日において、下記「7 課税上の取扱い (1) フランスの

租税」に規定する追加額の支払義務が生じる場合 

(ⅱ) CACIBが合理的な手段を講じることによっても、かかる義務を回避することができない場合 

ただし、かかる償還の通知はCACIBにかかる追加額の支払義務が生じる 初の日の90日前の日より前

には行われないものとする。 

本項(c)に従い償還される本社債は、公正市場償還価格（下記「(d) 特別税制償還」に定義する。）

により、償還日（当日を含まない。）までに生じた利息（もしあれば）を付して償還される。 
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(d) 特別税制償還  

CACIBが、下記「7 課税上の取扱い (1)フランスの租税」記載の追加額の支払に関する取り決めに

もかかわらず、フランス法に基づき本社債の元利金の次回の支払の際に、期限が到来した金額の全額

を本社債の所持人に支払うことを禁止される場合、CACIBは、直ちに主支払代理人に対しかかる事実を

通知する。その上で、CACIBは、本社債の所持人に対し7日以内の事前通知を行うことにより、直ちに、

本社債の全部（一部は不可。）を公正市場償還価格で（もしあれば）経過利息と共にCACIBが本社債に

関してその時点において期限の到来した金額の全額につき支払を行うことができる 終の利払日に、

償還しなければならない。ただし、当該通知の期間の経過がかかる利払日の経過後である場合、当該

通知に基づく本社債の所持人に対する償還期限は、下記のいずれか遅くに到来する日とする。 

(ⅰ) CACIBが、本社債に関し、その時点で期限が到来している全額の支払を行うことが実務的に可

能な 終日 

(ⅱ) 上記の主支払代理人に対する通知後14日目の日 

「公正市場償還価格」は、償還日現在（またはその頃）の本社債の公正市場価格に等しいと計算代

理人のその単独の絶対的な裁量により決定される円貨による金額であり、ヘッジ金額（以下に定義す

る。）の控除を考慮するが、それらに限定されず、二重の控除は行われない。ただし、以下を条件と

する。 

(ⅰ) かかる決定は、CACIBの財政状況を考慮しないものとする。 

(ⅱ) 公正市場償還価格は、負の金額とならないものとする。 

本社債の公正市場価格を決定する際、計算代理人は自身が関連するとみなすすべての情報（市場環

境、および下記(g)による期限前償還の場合には、期限前償還を生じさせる非実際性、違法性または不

可能性を含むが、これに限定されない。）を考慮する。 

本社債の期限前償還に関して、「ヘッジ金額」とは、かかるヘッジング契約がCACIBにより直接保有

されているか関連会社（下記「11 その他 (5)代理人 (b)計算代理人」に定義する。）を通じて間接

的に保有されているかを問わず、当該本社債に関連して締結された関連するヘッジング契約（例えば、

金利スワップ取引、スワップ・オプション、ベーシス・スワップ、金利先渡取引、商品スワップ、商

品オプション、株式もしくは株式指数スワップ、利息オプション、通貨取引、アセット・スワップ取

引、信用デリバティブ取引または資金取引（例えば、内部資金契約またはレポ取引であるが、これら

に限定されない。）を含むが、これらに限定されない。）の解除をする際に、その時点における一般

的な状況下で発生したCACIBもしくはその関連会社の損失もしくは費用（正の数値で表示される。）ま

たはその時点における一般的な状況下で実現されたCACIBもしくはその関連会社の収益（負の数値で表

示される。）（マーケット・ビッド／オファー・スプレッドおよびかかる解除に関する付随費用を含

む。）をいう。かかる公正市場償還価格の支払は「8 通知」に従い本社債の所持人に通知される方法

にて行われる。 

 

(e) FATCA源泉徴収に係る償還 

CACIBは、本項(e)の規定に従い、いつでもFATCA関連社債（以下に定義する。）を償還することがで

きる。 
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本社債がFATCA関連社債である場合、CACIBは以下に記載する事項を明記するFATCA発行者通知書（以

下に定義する。）を交付するよう相応な努力をするものとする。 

(ⅰ) FATCA関連社債となる社債に関するシリーズ番号およびISIN 

(ⅱ) CACIBがFATCA関連社債を償還するか否か、ならびに 

(ⅲ) CACIBがFATCA関連社債を償還する選択をする場合、 

a. CACIBが償還するFATCA関連社債、および 

b. CACIBによりかかるFATCA関連社債が償還される日付 

FATCA発行者通知書において、CACIBがFATCA関連社債を償還しないと明記する場合、かかるFATCA関

連社債の所持人は、かかる社債がFATCA関連社債であり続ける場合、FATCA関連社債の早期償還を要求

し、償還日（かかる通知の発行日から少なくとも10FATCA関連営業日（以下に定義する。）以上後でな

ければならない。）を明記するFATCA投資家通知書（以下に定義する。）を交付することができる。

CACIBは、FATCA投資家通知書を受領した後、当該FATCA投資家通知書に記載された日にかかるFATCA関

連社債を償還する。 

本項(e)に従い償還される本社債は、公正市場償還価格により、償還日（当日を含まない。）までに

生じた利息（もしあれば）を付して償還される。 

本項(e)において、 

「FATCA関連営業日」とは、(ⅰ)東京、(ⅱ)ロンドン、(ⅲ)ニューヨーク市および(ⅳ)サンパウロに

おいて商業銀行および外国為替市場が支払決済および一般業務（外国為替および外貨預金を含む。）

を行っている日をいう。 

「FATCA関連社債」とは、(ⅰ)当該社債に係る将来における支払についてCACIBがFATCA源泉徴収（以

下に定義する。）を行う義務を負い、かつ、(ⅱ)CACIBが利用可能な合理的措置を講じてもかかる

FATCA源泉徴収を回避することができないすべての社債をいう。 

「FATCA投資家通知書」とは、FATCA関連社債の所持人が、「8 通知」に従ってCACIBに対して行う通

知をいう。かかるFATCA投資家通知書の写しは、「8 通知」に従い主支払代理人に送付されるものとす

る。かかる通知は取消不能であり、かつ、本項(e)に基づき支払が行われる銀行口座（または小切手に

よる支払の場合は住所）を指定するものとする。 

「FATCA発行者通知書」とは、CACIBが主支払代理人および、（場合に応じて）「8 通知」に従って

本社債の所持人に行う通知をいう。 

「FATCA源泉徴収」とは、内国歳入法（以下に定義する。）第1471条(b)に記載の契約に従い要求さ

れる源泉徴収もしくは控除、または内国歳入法第1471条から第1474条までの規定もしくは当該条項の

実施に関連して合意された政府間協定に基づき適用される財政上もしくは規制上の制度、規則もしく

は慣行に従って課されるその他の源泉徴収もしくは控除をいう。 

「社債の概要」において、 

「内国歳入法」とは、1986年合衆国内国歳入法（その後の改正を含む。）をいう。 

 

(f) 規制償還または強制転売 

CACIBは、かかる本社債の購入時に適格購入者（以下に定義する。）でない米国人（以下に定義す

る。）またはその代理人が保有する本社債の所持人の費用およびリスクで、随時(ⅰ) CACIBが合衆国
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投資会社法（以下に定義する。）に基づく登録を回避することができるようにかかる本社債の一部も

しくはすべてを償還し、または(ⅱ)かかる所持人に対して、本社債を規則144A（以下に定義する。）

に従い適格購入者でもある適格機関購入者（以下に定義する。）またはレギュレーションS（以下に定

義する。）に従い合衆国外に居住する非米国人へ売却するよう請求する権利を有する。特定の場合に

いずれの本社債を上記(ⅰ)に従い償還するかまたは上記(ⅱ)に従い売却するかは、CACIBがその単独の

絶対的な裁量により決定するものとする。かかる償還は、公正市場償還価格により、（もしあれば）

経過利息を付して行われる。 

本項(f)において、 

「合衆国投資会社法」とは、1940年合衆国投資会社法（その後の改正を含む。）をいう。 

「規則144A」とは、合衆国証券法（以下に定義する。）に基づく規則144Aをいう。 

「適格機関購入者」とは、規則144Aが規定する適格機関購入者をいう。 

「適格購入者」とは、合衆国投資会社法第2条(a)(51)に定義される適格購入者をいう。 

「米国人」とは、レギュレーションSにおいて定義される米国人(U.S. Person)をいう。 

「レギュレーションS」とは、合衆国証券法に基づくレギュレーションSをいう。 

「社債の概要」において、 

「合衆国証券法」とは、1933年合衆国証券法（その後の改正を含む。）をいう。 

 

(g) 違法性および不可抗力 

CACIBは誠実に以下を決定する場合、本社債の所持人に「8 通知」に従い通知することにより本社債

をいかなる時でも早期に償還する権利を有する。 

(ⅰ) 本社債に基づく義務の履行が、あらゆる理由により全部または一部が違法となること 

(ⅱ) 本社債に基づく義務の履行が、該当する取引が完結した日（当日を含まない。）の後に発生し

た不可抗力事由（以下に定義する。）により、実行不可能または不可能となること 

本項(g)において、 

「不可抗力事由」とは、CACIBの合理的コントロールの及ばない事由をいい、以下に掲げる事由が

(A)CACIBの本社債に基づく債務の履行を阻止、制限、遅延またはその他重大な障害となる場合および

／または(B)市場その他における本社債に係る取引の決済を重大な範囲で阻止または制限する場合を含

むがこれらに限られない。 

a. 政府当局（以下に定義する。）またはその他の法律、規則、規制、判決、命令、指令、法令また

は重要な法的介入 

b. 戦争（内戦その他）、混乱、軍事行為、騒動、政治的混乱、いかなるテロ行為、暴動、抗議およ

び／または騒乱の発生または宣言 

c. サボタージュ、火災、洪水、爆発、地震、気象もしくは地理的要因による大災害、その他の災難

または危機 

d. 金融上、政治上もしくは経済上の事由（国内外の政治、法律、税金もしくは規制条件の変更を含

むがこれらに限られない。）またはCACIBのコントロールの及ばないその他の原因もしくは障害 
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「政府当局」とは、国家、州または政府、その属州またはその他の行政区画、組織、機関または省、

税務、金融、外国為替またはその他の当局、法廷、裁判所またはその他の手段、および、政府の執行、

立法、司法、規制もしくは行政機能を行使するまたは政府に関するその他の事業体を意味する。 

上記本社債の終了後すぐに、CACIBは各本社債について本社債の所持人に対して公正市場償還価格を

（もしあれば）経過利息と共に支払うものとする。支払は「8 通知」に従い、本社債の所持人に通知

される方法で行われる。 

 

(h) 買入れ 

CACIBおよびその子会社（以下に定義する。）は、市場その他において、いかなる価格ででも、随時

本社債を（ただし、本社債が 終券面の無記名式社債（下記「11 その他 (4) 様式、額面および所有

権」に定義する。）（以下「 終無記名券面」という。）である場合は、当該本社債に付されていた

支払期日未到来のすべての利札と共に）買入れることができる。CACIBによりまたはCACIBのために買

入れられた本社債は、CACIBの選択により、適用される法律に従い、引渡しおよび消却が行われるか、

または保持もしくは転売される。 

CACIBにより買入れされた本社債は、本社債の流動性を高めるため、フランス通貨金融法典第L.213-

1-A条に基づき買入れおよび保有することができる。CACIBは、同法第D.213-1-A条に基づき、買入れを

行った日から1年を超えて、本社債を保有することができない。 

「子会社」とは、あらゆる時点における者もしくは法人に関し、フランス商法第L.233-1条に定義さ

れるその他の者もしくは法人（現存しているか否かを問わない。）、またはフランス商法第L.233-3条

の意味において、CACIBにより直接的もしくは間接的に支配されているその他の者もしくは法人をいう。

本書の日付現在、フランス商法第L.233-1条の規定は、下記の通りである。 

「会社が他の会社の株式資本の半数超を保有する場合、本章において、後者は前者の子会社である

とみなされる。」 

本書の日付現在、フランス商法第L.233-3条の規定は、下記の通りである。 

「Ⅰ. フランス商法第2章の第2部および第4部において、下記の場合、ある会社は他の会社を支配し

ているとみなされる。 

(ⅰ)直接的または間接的に株式資本の一部を保有しており、これにより当該会社の株主総会におい

て議決権の過半数を保有することとなる場合 

(ⅱ)会社の利益に反しない株主間契約または出資者間契約に基づき、単独で当該会社の議決権の過

半数を保有する場合 

(ⅲ)保有する議決権により、当該会社の株主総会における決定を事実上支配する場合 

(ⅳ)会社の株主または出資者であり、当該会社の運営、経営または監督業務上の組織の構成員の過

半数を選任または解任させる権限を有する場合 

Ⅱ. ある会社が直接的または間接的に議決権の40％超を保有し、他の株主または出資者が当該会社

の議決権を直接的または間接的にそれ以上保有しない場合、かかる会社は支配権を行使しているとみ

なされる。 

Ⅲ. フランス商法第2章の同部において、共同で行為する2名以上の者が、株主総会での決定を事実

上支配している場合、同者は共同で支配しているとみなされる。」 
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(i) 消却 

CACIBにより償還されたすべての本社債は、償還時に当該本社債に付されていたまたは当該本社債と

共に引渡された支払期日未到来の利札と共に、直ちに消却されるものとする。消却されたすべての本

社債および上記(h)に基づき買入れおよび消却された本社債は、（当該本社債と共に消却された支払期

日未到来の利札と共に）主支払代理人に引渡されるものとし、再発行または転売することはできない。 

 

3 支払 

(a) 支払方法 

本社債に関する支払は（下記の制限の下で）支払受領者が東京に所在する銀行に有する円建口座へ

の入金もしくは送金、または支払受領者の選択により、東京に所在する銀行を支払場所とする円建小

切手により行われるものとする。 

一切の支払は、支払地において適用のある財政その他の法令に服するが、「7 課税上の取扱い (1) 

フランスの租税」の規定の適用を妨げない。 

 

(b) 本社債および利札の呈示 

終無記名券面に関する元金の支払は（下記の制限の下で） 終無記名券面の呈示および引渡し

（一部支払の場合は裏書き）との引換えのみによって、上記(a)に定める方法で行われ、 終無記名券

面に関する利息の支払は、上記の通り（下記の制限の下で）利札の呈示および引渡し（一部支払の場

合は裏書き）との引換えのみによって行われるものとし、いずれの場合も、支払代理人の合衆国（本

項において、アメリカ合衆国（州およびコロンビア特別区およびその属領を含む。）を意味する。）

外の所定の事務所において行われるものとする。 

終無記名券面の様式の本社債につき償還期日が到来した日以降、本社債に関する支払期日未到来

の利札（ 終無記名券面に付されているか否かを問わない。）は無効となり、それに関する支払は行

われないものとする。 

終無記名券面の償還期日が利払日でない場合には、直前の利払日（当日を含む。）または（場合

により）利息発生日以降当該本社債について発生した利息（もしあれば）は、当該 終無記名券面と

引換えによってのみ支払われるものとする。 

無記名式大券により表章される本社債に関する元金および利息（もしあれば）の支払は、（下記の

制限の下で） 終無記名券面につき上記に定める方法または大券に定める方法により、当該大券の呈

示または（場合により）引渡しと引換えに、合衆国外の支払代理人の所定の事務所において行われる。

各支払は、当該大券が呈示された支払代理人により当該大券の券面上にまたは（場合により）ユーロ

クリア・バンク・エス・エー／エヌ・ブイ（以下「ユーロクリア」という。）およびクリアストリー

ム・バンキング・ソシエテ・アノニム（以下「クリアストリーム・ルクセンブルグ」という。）の名

簿上に、元金の支払と利息の支払とに分けて記録される。 

 

(c) 支払に関するその他の規定 

大券の所持人は、当該大券により表章された本社債に関する支払を受けることのできる唯一の者で

あり、CACIBは、当該大券の所持人に対しまたは当該所持人の指図に従い支払をなすことにより、その
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ように支払われた各金額について免責される。ユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブル

グの名簿に当該大券により表章された本社債の一定の額面金額の実質的な所持人として記載されてい

る者は、当該大券の所持人に対しまたは当該所持人の指図に従いCACIBが支払った各金額に関するかか

る所持人の持分について、（場合により）ユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルグに

対してのみ支払を請求しなければならない。 

本社債については、CACIBおよびその各支店が単一の法人組織であり、本社債に基づき支払を行う義

務は、CACIB全体としての義務となる。 

 

(d) 支払営業日 

本社債または利札に関する金額の支払期日が、支払営業日以外の日にあたる場合には、当該本社債

または利札の所持人は代わりに当該場所における翌支払営業日に支払を受けることができる。本項(d)

に従って支払期日についての調整が行われる場合、本社債または利札に関する当該金額は、かかる調

整による影響を受けないものとする。 

 

(e) 解釈 

「社債の概要」において、本社債に関する元金には、場合により、以下のものを含むものとみなす。 

(ⅰ) 「7 課税上の取扱い (1) フランスの租税」に基づき、元金に関し支払われることのある追加

額 

(ⅱ) 本社債の満期償還価格 

(ⅲ) 本社債の強制早期償還価格 

(ⅳ) 本社債の公正市場償還価格 

「社債の概要」において、本社債に関する利息には、場合により、「7 課税上の取扱い (1) フラ

ンスの租税」に基づき、利息に関し支払われることのある追加額を含むものとみなす。 

 

(f) 予定支払通貨停止事由 

予定支払通貨停止事由（以下に定義する。）が発生した場合、 

(ⅰ) 計算代理人は、本社債に関するCACIBの支払義務の全部を、自らが選択するその他の通貨に随

時転換することができ、かかる支払義務の全部は、さらなる措置またはいかなる同意なしに、

計算代理人が決定する為替レートで当該通貨（以下「代替支払通貨」という。）に転換される。

かかる転換は、下記「8 通知」に従いCACIBが本社債の所持人に対して通知した日時より効力

が発生するものとする。転換が行われた場合、(ⅰ)本社債に関するCACIBの支払義務の全部は

代替支払通貨建で支払われ、(ⅱ)本社債の要項はこれに従って解釈され、また(ⅲ)計算代理人

はかかる転換を実施するために適切とみなす本社債の要項に対するその他の修正を行う権限を

有する。 

(ⅱ) 計算代理人が、上記(ⅰ)に従い本社債に関するCACIBの支払義務を転換するまでの間、または

計算代理人が転換を行わないことを決定した場合、本社債に関するCACIBの支払義務は、さら

なる措置またはいかなる同意なしに、適用される法律により定まるまたはその他計算代理人が

決定する為替レートに基づきその時点でフランスにおいて採用されている通貨に転換されるも
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のとし、本社債の要項はこれに従って解釈されるものとする（例えば、計算代理人がかかる転

換を反映するために適切とみなす本社債の要項に対するその他の変更の実施を含むが、これに

限定されない。）。 

(ⅲ) CACIBは、下記「8 通知」に従い本社債の所持人に対して通知をした上で、その単独の絶対的

な裁量により、本社債の全部（一部は不可）を自らが指定する日に早期に償還することができ

る。各本社債は、代替支払通貨建（適用ある場合）またはその時点でフランスにおいて採用さ

れている通貨建で、公正市場償還価格にて（もしあれば）経過利息を付して償還されるものと

する。 

CACIBは、予定支払通貨停止事由の発生時に、予定支払通貨停止事由の発生を下記「8 通知」に従い

本社債の所持人に対して可及的速やかに通知し、かかる通知にはその概要およびこれに関連する対応

案を記載するものとする。 

本項において計算または決定を行う際、計算代理人は自らが関連するとみなすすべての情報を考慮

するが、その他の点ではその単独の絶対的な裁量により行為するものとする。上記にかかわらず、計

算代理人は予定支払通貨停止事由の発生後、いかなるシリーズの本社債についてもCACIBの支払義務を

代替支払通貨に転換する義務を負わない。CACIBおよび計算代理人のいずれも、予定支払通貨停止事由

の発生により生じた損失に関して本社債の所持人に対するいかなる責任も負わない。 

本項に従いCACIBが行った支払は、有効な支払となり、本社債の債務不履行を構成しないものとする。 

本項(f)において、 

「予定支払通貨」とは、日本円をいう。 

「予定支払通貨停止事由」とは、計算代理人がその単独の絶対的な裁量により、理由の如何を問わ

ず、随時予定支払通貨が法定通貨として存在しなくなったと判断した場合をいう。 

 

4 本社債の地位 

本社債および本社債に関する利札は、CACIBの直接、非劣後かつ無担保の債務であり、現在および将来

において、本社債相互の間で同順位であり、（上記に従いかつ法律上の一定の例外を除き）CACIBが随時

負担する他の一切の無担保債務（劣後債務（もしあれば）を除く。）と同順位である。 

 

5 債務不履行事由 

以下に掲げる事由（以下それぞれを「債務不履行事由」という。）のいずれか1つ以上の事由が発生し

た場合、本社債の所持人は、主支払代理人の所定の事務所に宛ててCACIBに書面で通知することにより

（かかる通知は主支払代理人が受領した時点で有効となる。）、所持人が保有する本社債が期限の利益

を喪失し直ちに支払われるべき旨を宣言することができ、当該本社債の公正市場償還価格およびその経

過利息（もしあれば）は、呈示、要求、抗議またはその他あらゆる種類の通知を行うことなく、期限の

利益を喪失し直ちに支払われるべきものとなる。 

(a) いずれかの本社債の元金または利息がその支払期日に支払われず、利息の支払についてはかかる不

履行が、かかる旨の書面による通知を主支払代理人（主支払代理人は、本社債の所持人の要請に応じ

て直ちにかかる通知を行わなければならない。）からCACIBが受領したときから15日間以上継続した場

合。ただし、CACIBが当該期間の満了前にかかる不履行を治癒した場合はこの限りではない。 
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(b) CACIBが「社債の概要」に基づくその他の債務の履行または遵守を怠り、かつ、（通知が必要でなく、

かかる不履行の治癒が不可能な場合を除き）CACIBがかかる不履行を治癒できる場合で、かかる不履行

およびかかる不履行の治癒の要求を明記した書面による通知を主支払代理人（主支払代理人は、本社

債の所持人の要請に応じて直ちにかかる通知を行わなければならない。）からCACIBが受領したときか

ら60日以内に治癒しなかった場合。 

(c) CACIBが全般的に支払期限の到来した債務の支払を中止した場合、CACIBの法律上の清算手続

（liquidation judiciaire）もしくは事業全体の譲渡（cession totale de l'entreprise）について

判決がなされた場合、CACIBが類似の破産手続もしくは倒産手続の下にある場合、またはCACIBが債権

者の利益のために資産の全部もしくは重要な部分に関して権利移譲、譲渡もしくはその他の契約を提

案した場合、またはCACIBが清算もしくは解散の決議を採択した場合（ただし、新設合併、吸収合併、

その他の法人への資産の全部もしくは大部分の譲渡に関するもので、その結果、新設企業、存続企業

または譲受企業の信用力が、かかる行為の前のCACIBよりも著しく悪化していない場合を除く。）。 

 

6 社債権者集会、変更および権利放棄 

代理契約は、本社債、利札または代理契約の条項を特別決議（代理契約に定義される。）により修正

することを承認することを含む、本社債の所持人の利益に影響を与える事項について審議するために社

債権者集会を招集することについて、定めている。CACIBまたは本社債の所持人が社債権者集会を招集す

ることができ、本社債の元本残高の10％以上を有する本社債の所持人により書面による要求があった場

合、CACIBは社債権者集会を招集するものとする。特別決議を採択するための社債権者集会の定足数は、

本社債の元本残高の50％以上を保有もしくは代表する1名以上の者、その延会においては、保有もしくは

代表される本社債の元本金額の如何にかかわらず、本社債の所持人本人もしくはその代理人1名以上の者

とする。ただし、本社債または利札の特定の規定の修正（本社債の償還期日もしくは利払日の修正、本

社債の元金もしくは利率の減額もしくは取消、または本社債もしくは利札の支払通貨の変更を含む。）

を議題とする集会における定足数は、本社債の元本残高の3分の2以上を保有または代表する1名以上の者、

その延会においては、本社債の元本残高の3分の1以上を保有または代表する1名以上の者とする。社債権

者集会で採択された特別決議または本社債の所持人によりもしくは本社債の所持人のために署名された

書面をもって採択された特別決議は、出席の有無にかかわらず本社債の所持人すべてを拘束し、また利

札の所持人すべてを拘束する。 

CACIBは、本社債の所持人または利札の所持人の同意を得ることなく（またかかる本社債の所持人もし

くは利札の所持人の個別の事情または特定の法域における税金もしくはかかる修正によるその他の結果

を考慮することなく）、以下の点について、本社債の要項、利札または代理契約の修正を実施すること

ができる。 

(a) 本社債の所持人の利益に重要な悪影響のない修正および／または 

(b)形式的、軽微もしくは技術的な修正、または明白な誤記もしくは脱漏を訂正するため、不完全な規定

を是正、訂正もしくは補足するためもしくは法律もしくは規制の強行規定に従うための修正 

かかる修正は、本社債の所持人および利札の所持人を拘束する。また、かかる修正後は、「8 通知」

に従い本社債の所持人に可及的速やかにその旨通知される。 
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7 課税上の取扱い 

本社債に投資しようとする申込人は、各申込人の状況に応じて、本社債に投資することによる課税上

の取扱いおよびリスクまたは本社債に投資することが適当か否かについて各自の財務・税務顧問に相談

する必要がある。 

 

(1) フランスの租税 

本社債および利札に係る元金および利息の支払はすべて、課税管轄地域によりまたはそれに代わっ

て、現在または将来において課されまたは賦課されるあらゆる性質の税金または賦課金を源泉徴収も

しくは控除することなくまたはそれらを理由にすることなく行われる（ただし、かかる源泉徴収また

は控除を法により強制される場合を除く。）（以下「グロスアップ事由」という。）。 

グロスアップ事由が発生した場合、CACIBはフランスの法律により認められる 大限の範囲で、本社

債の所持人または利札の所持人がかかる源泉徴収または控除の後に受領する本社債の元金または利息

の純受取額が、かかる源泉徴収または控除がなければ本社債または利札について受領したであろう金

額と等しくなるように必要な追加額を支払うものとする。ただし、かかる追加額は以下の場合には支

払われないものとする。 

(ⅰ) 支払のためにフランスで本社債または利札が呈示された場合 

(ⅱ) 本社債または利札を保有する以外に、課税管轄地域と何らかの関連を有することを理由として、

かかる税金、賦課金を負担する所持人またはかかる所持人を代理する第三者に対する場合 

(ⅲ) 居住申告または非居住申告を含む（これに限定されない。）申告またはその他の表明を行えば、

源泉徴収または控除を免除されたであろうが、怠った所持人によりまたはその者に代わって支

払のために本社債または利札が呈示された場合 

(ⅳ) 関連日（以下に定義する。）後30日を過ぎて支払のために本社債または利札が呈示された場合

（ただし、本社債の所持人または利札の所持人がかかる30日目（かかる日が支払営業日であっ

たと仮定すれば）に支払のためにこれを呈示していたならば受領することができた当該追加額

を除く。） 

(ⅴ) EU理事会指令2003／48／ECまたは同指令を実施もしくは遵守する法律もしくは同指令に適合さ

せるために導入される法律（EU内外を問わず）によって、個人に対する支払についてかかる源

泉徴収または控除が課され、かつ要求される場合 

(ⅵ) EU加盟国内の別の支払代理人に本社債または利札を呈示したならば、かかる源泉徴収または控

除を回避できたであろう所持人によりまたはその者に代わって支払のために本社債または利札

が呈示された場合 

(ⅶ) 所持人がフランスの2009年第3号改正金融法（loi de finances rectificative pour 2009 

n°3）（2009年12月30日付2009-1674法）で定められた意味における非協調国に所在しもしく

は設立されているかまたは口座を開設している場合 

本項において(A)「課税管轄地域」とは、フランスまたはその行政区画もしくは課税当局を意味し、

(B)「関連日」とは、当該支払について 初に支払期日が到来した日、または支払われるべき金員の全

額が当該期日までに主支払代理人により受領されていない場合は、当該金員の全額が受領され、その

旨の通知が下記「8 通知」に従い本社債の所持人に対してなされた日を意味する。 
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疑義を避けるために付言すると、本社債に係る支払からの控除もしくは源泉徴収または本社債に関

連する控除もしくは源泉徴収が、内国歳入法第1471条から第1474条までの規定およびこれに基づく合

衆国財務省規則（以下「FATCA」という。）に関連した合衆国内国歳入庁との協定、合衆国とフランス、

ガーンジーその他の法域の間のFATCAに関する政府間協定またはFATCAもしくは政府間協定を実施する

もしくはそれらに関連するいずれかの法域における法律、規則もしくはその他公式のガイドラインに

基づいて課されたものである場合、CACIBまたはいかなる支払代理人も、かかる控除または源泉徴収を

理由とする追加額の支払を行わないものとする。 

 

(2) 日本国の租税 

日本国の租税に関する現行法令（以下「日本国の税法」という。）上、本社債は公社債として取り

扱われるべきものと考えられるが、その取扱いが確定しているわけではない。仮に日本国の税法上、

本社債が公社債として取り扱われなかった場合には、本社債に対して投資した者に対する課税上の取

扱いは、以下に述べるものと著しく異なる可能性がある。 

また、日本国の税法上、本社債のようにデリバティブ取引と社債を組み合わせた複合的金融商品に

関して、一部の法人税法の通達を除き、その取扱いを明確に規定したものはない。さらに、日本国の

税法上、本社債のように、満期償還価格が変動する社債に関して、その取扱いを明確に規定したもの

はない。将来、日本国の税務当局が満期償還価格が変動する社債に関する取扱いを新たに取り決めた

り、または日本国の税務当局が日本国の税法について新たな解釈を示し、その結果本社債に対して投

資した者の課税上の取扱いが、以下に述べるものと著しく異なる可能性がある。 

本社債の利息は、日本国の税法の定めるところにより、一般的に利息として取り扱われるものと考

えられる。日本国の居住者および内国法人が支払を受ける本社債の利息は、それが国内における支払

の取扱者を通じて支払われる場合には、日本国の税法上、国税と地方税が源泉所得税として課される。

居住者においては、当該源泉所得税の徴収により課税関係は終了する。内国法人においては、当該利

息は課税所得に含められ、日本国の所得に関する租税の課税対象となる。ただし、当該法人は当該源

泉所得税額を、一定の制限の下で、日本国の所得に関する租税から控除することができる。上記にか

かわらず、2016年1月1日以後に日本国の居住者が支払を受ける本社債の利息は、日本国の税法上、申

告分離課税の対象となる。 

本社債の償還金額が本社債の取得価額を超える場合のその差額については、明確な規定がないため、

全く疑義無しとはしないが、償還差益として取り扱われるものと思われる。償還差益として取り扱わ

れ、かつ、当該差益が日本国の居住者に帰属する場合は雑所得として取り扱われ、総合課税の対象と

なる。また当該償還差益が日本国の内国法人に帰属する場合は、償還差益は課税所得に含められ、日

本国の所得に関する租税の課税対象となる。また本社債の償還金額が本社債の取得価額を下回る場合

の償還差損を日常的な家庭内の事項に関して生じた損失または利子所得を得るための支出とみなされ

る可能性は実質的には否定できず、その場合、個人投資家に発生した償還差損は課税上ないものとみ

なされることとなる。上記にかかわらず、日本国の居住者が2016年1月1日以後に本社債の償還を受け

た場合には、その償還差益は、申告分離課税の対象となる。 

内国法人投資家が本社債を譲渡した場合および外国法人投資家が本社債を国内の営業所を通じて譲

渡した場合に生じた譲渡損益については、益金の額または損金の額として課税所得に算入され法人税

および地方税が課されるものと考えられる。 
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日本国の居住者が本社債を譲渡することにより生じた譲渡益に関する課税関係については、2つの見

解が考えられ得る。1つめの見解は、本社債の利率が0.10パーセントとなる可能性がある以上、社債の

利子の利率のうち も高いものを も低いもので除した割合が100分の150以上である社債（利子を付

さない期間があるものを含む。）に関する課税関係を定めた平成25年法律第5号による改正前の租税特

別措置法第37条の16第1項第2号および租税特別措置法施行令第25条の15第2項第4号が適用され、本社

債の譲渡益は総合課税の対象となるという見解である。2つめの見解は、上記の租税特別措置法等の規

定は、実際に本社債に0.10パーセントの利率が適用された場合にのみ適用されるという見解であり、

かかる見解に従った場合には、本社債の譲渡益には原則として所得税および地方税は課されず、本社

債につき0.10パーセントの利率が適用される場合に限り、上記の租税特別措置法等の規定に基づき、

その譲渡益が総合課税の対象となることとなる。上記にかかわらず、日本国の居住者が2016年1月1日

以後に本社債を譲渡した場合には、その譲渡益は、申告分離課税の対象となる。 

なお、日本国の居住者に関して2016年1月1日以後に申告分離課税の対象となる本社債の利息、償還

差損益および譲渡損益については、一定の条件で、他の社債や上場株式等の利息、配当、償還差損益

および譲渡損益等と損益通算を行うことができる。 

外国法人の発行する社債から生ずる利息および償還差益は、日本国に源泉のある所得として取り扱

われない。したがって、本社債に係る利息および償還差益で、日本国の非居住者および日本国に恒久

的施設を持たない外国法人に帰属するものは、通常日本国の所得に関する租税は課されないと考えら

れる。同様に、本社債の譲渡により生ずる所得で非居住者および日本国に恒久的施設を持たない外国

法人に帰属するものは、日本国の所得に関する租税は課されないと考えられる。 

 

8 通知 

本社債の全部がユーロクリアおよび／またはクリアストリーム・ルクセンブルグのために保有されて

いる大券により表章されている限り、本社債の所持人に対するすべての通知は、本社債の所持人に対す

る連絡のためユーロクリアおよび／またはクリアストリーム・ルクセンブルグへ通知を交付するという

方法をとることができる。かかる通知は、ユーロクリアおよび／またはクリアストリーム・ルクセンブ

ルグに通知がなされた日に本社債の所持人になされたものとみなされる。 

大券が 終券面と交換される場合、かかる交換の条件として、本社債の所持人はCACIBに対して、本社

債に関する有効な通知がなされる住所を提供することを要求される。 終券面の譲渡に際し、新たな

終券面の所持人は、CACIBに対して、その指定された事務所において、 終券面に関する有効な通知がな

される住所を提供しなければならない。前述の方法により新たな住所が通知されない限り、CACIBは、

終券面に関する通知を前述の方法により届出を受けた 終の住所へ行う権利を有し、 終券面の譲渡に

かかわらず、かかる通知は有効とみなされる。かかる通知は、交付された日、または営業日の午後5時以

降に交付されたもしくは営業日以外の日に交付された場合には交付場所における翌営業日に行われたも

のとみなす。 

 

9 消滅時効 

本社債および利札は、それぞれの関連日から元本の支払については10年、利息については5年の期間内

に元本および／または利息に関して請求がなされない場合は失効する。 
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10 準拠法および裁判管轄 

本社債、利札およびこれらに起因してまたはこれらに関連して生じる非契約的債務は英国法に準拠す

るものとし、これに従って解釈される。 

CACIBは、本社債の所持人および利札の所持人のために、英国の裁判所が本社債および／もしくは利札

から生じ、または本社債および／もしくは利札に関して生ずるあらゆる紛争（本社債および／もしくは

利札に起因してまたは本社債および／もしくは利札に関連して生じる非契約的債務に関する紛争を含

む。）を解決する専属管轄権を有すること、したがって本社債および利札から生じ、または本社債およ

び利札に関して生じる訴訟または手続（以下総称して「訴訟手続」という。）（本社債および／もしく

は利札に起因してまたは本社債および／もしくは利札に関連して生じる非契約的債務に関する訴訟手続

を含む。）をかかる裁判所に提起しなければならないことに合意する。CACIBは、かかる訴訟手続の裁判

管轄をかかる裁判所に置くことに対する現在または将来における異議申立ておよびかかる訴訟手続が不

都合な法廷地で提起されたとの主張を、ここに取消不能の形で英国の専属管轄裁判所に提出し、放棄す

ると共に、英国の裁判所に提起されたかかる訴訟手続における判決が終局的なものであり、CACIBに対し

て拘束力を有し、他の法域における裁判所においても執行可能であることに関し、ここに取消不能の形

で合意する。 

本社債の条項を実施するための1999年契約(第三者の権利)法に基づくいかなる権利も付与されないが、

同法とは無関係に存在しまたは行使可能な第三者の権利または救済手段に影響を及ぼすものではない。 

CACIBは、現在英国ロンドン市 EC2A 2DA、アポルド・ストリート5、ブロードウォーク・ハウスに事務

所を有するクレディ・アグリコル・CIB、ロンドン支店を送達代理人に任命し、クレディ・アグリコル・

CIB、ロンドン支店が送達代理人としての職務の遂行を停止したときまたは英国に事務所を有さなくなっ

たときは訴訟手続に関する英国における送達代理人として他の者を任命することを約束する。本項の内

容は、法律により認められる他の方法で訴状等の送達を行う権利に影響を及ぼすものではない。 

CACIBは、代理契約、捺印証書およびディード・オブ・コべナントに関して、英国の裁判所の管轄に服

しており、かつ、上記と実質的に同様の条件で送達代理人を任命している。 

「社債の概要」の規定が無効となった場合であっても、その他の規定の有効性に何らの影響を及ぼす

ものではない。 

 

11 その他 

(1) 代わり社債券および代わり利札 

本社債または利札が紛失、盗失、毀損、汚損または滅失した場合、主支払代理人の所定の事務所に

おいて、これにつき生じる費用を請求者が支払い、かつ、CACIBが合理的に要求する証拠および補償の

提出を条件として、代わり券を発行することができる。毀損または汚損した本社債または利札につい

ては、代わり券が発行される前にこれを提出しなければならない。 

 

(2) 代理契約 

本社債および利札は、CACIB、発行代理人兼主支払代理人兼銀行代理人としてのCACEISバンク・ルク

センブルク（以下「主支払代理人」（承継者たる主支払代理人を含む。）および契約に記載されるそ

の他支払代理人（主支払代理人と共に、以下「支払代理人」または「代理人」と総称され、追加のま
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たは承継者たる支払代理人を含む。））およびその他の当事者との間の2014年6月25日付の改定代理契

約（かかる代理契約は随時改訂および／または補足および／または修正される。以下「代理契約」と

いう。）に従い、その利益を享受する。 

 

(3) 承継 

(a) 承継に関する前提条件 

本社債に関連して、CACIB（かかる用語は、本項においてのみ、本項に基づき承継した前任者を含

む。）は、本社債の所持人の同意なしに、主要な債務者としてCACIBに指名された他の会社（以下

「承継債務会社」という。）に代替および承継することができる。ただし、以下の事項を条件とす

る。 

(ⅰ) (A)承継債務会社は、代理契約の別紙の様式または実質的にその様式と同じ様式の捺印証書を

作成するものとし、当該書類の下で、承継債務会社は、CACIBに代わり、本社債の主要な債務

者として、本社債、代理契約およびディード・オブ・コベナントにその名称が記載されていた

かのように、各本社債の所持人（かかる用語は、本項においてのみ、利札の所持人を含む。）

のために、「社債の概要」ならびに代理契約およびディード・オブ・コベナントの規定に従う

ことを約束し、(B)CACIBは、代理契約の別紙の様式または実質的にその様式と同じ様式の保証

状を作成するものとし、それに基づきCACIBは、主要な債務者として承継債務会社の支払うべ

き金額の全額の支払を、各本社債の所持人に対して無条件かつ取消不能の形で保証し、また

(C)承継債務会社およびCACIBは、承継が完全な効力を有するために必要なその他の書類（もし

あれば）（上記捺印証書および保証状とあわせて以下「書類」という。）を作成する。 

(ⅱ) 下記(ⅴ)の一般性を害することなく、承継債務会社が、フランス以外の領土において税務の観

点から設立、所在または居住している場合、本社債の所持人が、承継により、かかる承継が行

われなかった場合よりも不利な立場とならないために、書類は、承継債務会社による誓約およ

び／または各本社債の所持人が誓約による利益を確実に受けるために必要な「7 課税上の取扱

い (1) フランスの租税」の条項（フランスに関する内容については、承継債務会社が税務の

観点から設立、所在または居住する1つまたは複数の領土に関する内容に承継することができ

る。）に相当する表現のその他の条項を含むものとする。 

(ⅲ) 書類は、承継債務会社およびCACIBによる以下の表明および保証を含むものとする。(A)承継債

務会社およびCACIBは、かかる承継ならびに承継債務会社およびCACIBの義務に関するCACIBに

よる保証の付与ならびに書類に基づく承継債務会社およびCACIBのそれぞれの義務の履行に必

要な一切の政府および規制当局による許可および同意を取得しており、かかる許可および同意

がすべて完全に有効であること。(B)書類に基づいて各承継債務会社およびCACIBが各々負う義

務は、いずれもそれぞれの条項に従って適法であり、有効かつ拘束力を有していること。 

(ⅳ) 承継債務会社は、主支払代理人に対し、主要な法律事務所から承継債務会社を代理して提出さ

れる、法律意見書を交付しまたは交付させるものとするが、かかる意見書は、書類が作成され

た場合、書類は適法であり、有効かつ拘束力を有する承継債務会社の義務を構成する旨の意見

書であり、CACIBから承継債務会社への承継の日付の前7日以内の日付で作成され、主支払代理

人の所定の事務所において本社債の所持人による閲覧に供されることを要する。 
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(ⅴ) CACIBは、主支払代理人に対し、主要な法律事務所からCACIBを代理して提出される、法律意見

書を交付しまたは交付させるものとするが、かかる意見書は、書類（該当する場合、承継債務

会社に関してCACIBにより付与された保証を含む。）が作成された場合、書類は適法であり、

有効かつ拘束力を有するCACIBの義務を構成する旨の意見書であり、CACIBから承継債務会社へ

の承継の日付の前7日以内の日付で作成され、主支払代理人の所定の事務所において本社債の

所持人による閲覧に供されることを要する。 

(ⅵ) CACIBは、主支払代理人に対し、英国の主要な法律事務所から提出される、法律意見書を交付

しまたは交付させるものとするが、かかる意見書は、書類（該当する場合、承継債務会社に関

してCACIBにより付与された保証を含む。）が作成された場合、書類は英国法上適法であり、

有効かつ拘束力を有する当事者らの義務を構成する旨の意見書であり、CACIBから承継債務会

社への承継の日付の前7日以内の日付で作成され、主支払代理人の所定の事務所において本社

債の所持人による閲覧に供されることを要する。 

(ⅶ) 承継債務会社は、本社債に起因しまたはこれらに関連して生じる訴訟または法的手続に関して、

承継債務会社に代わり送達を受ける英国の代理人として、「10 準拠法および裁判管轄」にお

いてCACIBにより任命された送達代理人または英国に事務所を有する他の者を任命しているこ

と。 

 

(b) 承継債務会社による引受け 

上記(ⅰ)に定める書類が作成された場合で、かかる条項のその他の要件が満たされた場合、(A)承

継債務会社は、CACIBに代わり、主要な債務者として本社債にその名称が記載されたものとみなされ、

(B)これに基づき、本社債、ディード・オブ・コベナントおよび代理契約は、承継が効力を有するよ

う修正されたものとみなされ（文脈上、許される場合、フランスに関する内容については、承継債

務会社が設立された地域に関する内容に承継させることを含む。）、(C)CACIBは、本社債について

主要な債務者としての一切の義務を免除される。 

 

(c) 書類の預託 

本社債が未償還であり、かつ承継債務会社またはCACIBに対して本社債または書類に関し本社債の

所持人によりなされた請求につき終局判決、和解または免責がなされていない限り、書類は、主支

払代理人に預託され保管される。書類において承継債務会社およびCACIBは、各本社債の所持人が、

本社債または書類につき強制執行するため、書類を作成する権利を認めるものとする。 

 

(d) 承継通知 

書類の作成後15日以上後に、承継債務会社は、かかる承継について上記「8 通知」に従って、本

社債の所持人に対して通知するものとする。疑義を避けるため付言すると、かかる通知が送付され

なかった場合も、承継は無効とはならない。 
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(4) 様式、額面および所有権 

本社債は無記名式（以下「無記名式社債」という。）であり、（ 終券面の場合は）社債券番号が

付され、円建で、各社債券の額面金額は1,000,000円である。 終無記名券面は、利札付で発行される。 

以下に記載される条件に従って、本社債および利札の所有権は代理契約の規定に従い、受渡により

移転する。CACIBおよびいずれの代理人も（支払期日が到来しているか否かを問わず、また、本社債も

しくは利札の所有に係る注記、券面上の記載または本社債もしくは利札の以前の紛失もしくは盗失の

注記にかかわらず）本社債または利札の持参人を（法律に別段の定めがない限り）その完全な権利者

とみなして取り扱うことができる。ただし、大券の場合には、次の段落に定める規定の適用を妨げな

い。 

いずれかの本社債がユーロクリアおよび／またはクリアストリーム・ルクセンブルグのために保有

されている無記名式大券により表章されている間は、当該時点においてユーロクリアまたはクリアス

トリーム・ルクセンブルグの名簿に特定の額面金額の当該本社債の所持人として登録されている者

（ユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルグを除く。）（この場合、いずれかの者の口

座に貸記されているかかる本社債の額面金額に関してユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセ

ンブルグが発行した証明書その他の書類は、明白な誤りまたは立証された誤りがある場合を除き、す

べての点において 終的で拘束力を有する。）は、CACIBおよび代理人によりすべての点（本社債の額

面金額に係る元利金の支払に関する事項を除く。かかる事項については、大券の条項に従い、無記名

式大券の所持人が、CACIBおよび代理人により額面金額の当該本社債の所持人として取り扱われるもの

とし、「本社債の所持人」およびこれに関連する用語はこれに従って解釈される。）において当該額

面金額の本社債の所持人として取り扱われる。 

無記名式社債は、合衆国証券法に基づくレギュレーションSに依拠して米国外で発行される。 

本社債は、無記名式、かつ当初仮大券の形態で発行され（以下「仮無記名大券」という。）、当該

仮無記名大券はトランシェの当初の発行日以前にユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセンブ

ルグの共通保管機関に引き渡される。 

無記名式社債が仮無記名大券によって表章されている間は、交換日（以下に定義する。）より前に

支払期日の到来する本社債に係る元金、利息（もしあれば）およびその他の支払は、合衆国財務省規

則により定められている通り、かかる無記名式社債の持分の実質所有者が米国人でなくかつ米国人に

転売するために購入した者でないことの証明書（様式は後に提供される）をユーロクリアおよび／ま

たはクリアストリーム・ルクセンブルグが受領し、さらに場合により、ユーロクリアおよび／または

クリアストリーム・ルクセンブルグが（受領した証明書に基づく）かかる証明書を主支払代理人に交

付した場合に限り行われる。 

仮無記名大券発行後40日目の日（以下「交換日」という。）以後、かかる仮無記名大券の持分は、

証明書が既に交付されている場合を除き、上記の証明書と引き換えに、同シリーズの恒久無記名大券

の持分と（手数料なしで）要求に応じて交換される。ただし、米国における購入者および一定の米国

人は、 終無記名券面を受領することはできない。仮無記名大券の所持人は、正当な証明を行ったに

もかかわらず、仮無記名大券の恒久無記名大券の持分または 終無記名券面との交換が不当に留保ま

たは拒絶された場合を除き、交換日以降、支払期日を迎えた利息、元金またはその他の金額の支払を

受ける権利を有しない。 
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恒久無記名大券の元金、利息（もしあれば）またはその他の金額の支払は、証明書を要さずに、

ユーロクリアおよび／またはクリアストリーム・ルクセンブルグを通じて行われる。 

恒久無記名大券は、交換事由（以下に定義する。）が発生した場合にのみ、その全部（一部は不

可）を利札付の 終無記名券面と（手数料なしで）交換される。「交換事由」とは、(ⅰ)債務不履行

事由が発生し、継続しているとき、(ⅱ)ユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルグの双

方が、連続する14日間業務を停止し（法律等に基づく休日を理由とする場合を除く。）、恒久的に業

務を停止する意向を表明し、もしくは実際に恒久的に業務を停止した旨の通知をCACIBが受け、かつ、

いずれの場合も後継の決済機関がないとき、または(ⅲ)CACIBの所在地における法改正により、本社債

が 終券面の形態の本社債により表章されていたなら被らなかったであろう、不利益な税務効果を

CACIBが被るかもしくは被ることとなるときをいう。CACIBは、交換事由が発生した場合、本社債の所

持人に対し、「8 通知」に従い直ちに通知を行う。交換事由が発生した場合、（かかる恒久無記名大

券の持分の所持人の指示に従い行為する）ユーロクリアおよび／またはクリアストリーム・ルクセン

ブルグは、主支払代理人に対し交換請求の通知を行うことができ、上記(ⅲ)に規定される交換事由が

発生した場合には、CACIBも主支払代理人に対し交換請求の通知を行うことができる。かかる交換は、

主支払代理人が 初の当該通知を受領した日から45日以内に行われる。 

次の文言が、すべての無記名式社債およびかかる無記名式社債に関連するすべての利札に記載され

る。 

「本証券を保有する合衆国人は、内国歳入法第165(j)条および第1287(a)条に定める制限を含む合衆

国所得税法上の制限に服する。」 

上記文言に言及された条文は、米国の本社債の所持人が、一定の例外を除き、無記名式社債または

利札に関する損失を税務上控除することができず、また、かかる社債または利札に係る売却、処分、

償還または元金の支払による利益について譲渡益課税の適用を受けることができない旨を定めている。 

恒久無記名式の大券により表章される本社債はその時点におけるユーロクリアまたは（場合によ

り）クリアストリーム・ルクセンブルグの規則および手続に従ってのみ、これを譲渡することができ

る。 

 

(5) 代理人 

(a) 一般事項 

支払代理人およびその当初の所定の事務所は、以下の通りである。 

支払代理人 

CACEISバンク・ルクセンブルグ 

（CACEIS Bank Luxembourg） 

ルクセンブルグ L-2520、アレ・シャファー5番 

（5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg） 

CACIBは、以下のすべての条件を満たす場合には、代理人の指名を変更もしくは終了させる権利お

よび／または追加のもしくはその他の代理人を指名する権利および／または代理人の所定の事務所

の変更を承認する権利を有する。 

(ⅰ) 主支払代理人を常置すること 
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(ⅱ) EU理事会指令2003／48／EC、または当該指令の実施もしくは遵守のための法律もしくは当該指

令に適合させるために制定された法律に基づく公租公課の源泉徴収または控除を行う義務を負

うことのないEUの加盟国内に支払代理人を維持すること 

(ⅲ) フランスを除くヨーロッパ大陸内の管轄区域に支払代理人を常置すること 

変更、終了、指名または移行は、「8 通知」に従って、本社債の所持人に対する30日以上の事前

の通知がなされた後にのみ（支払不能の場合には直ちに）効力を生じるものとする。 

代理人は、代理契約に基づき職務を行う際に、CACIBの代理人としてのみ職務を行い、本社債の所

持人または利札の所持人に対して義務を負わず、また、本社債の所持人または利札の所持人と代理

または信託の関係を有しない。代理契約には、代理人が合併もしくは変更した事業体、代理人が統

合した事業体または代理人が承継者たる代理人となるためその資産のほぼすべてを譲渡した事業体

を許可する条項も含まれている。 

 

(b) 計算代理人 

CACIBは、本社債が未償還である限り、1名以上の計算代理人を常置するものとする。本社債に複

数の計算代理人が選任される場合、本社債の要項における計算代理人に関する言及は、各計算代理

人が本社債の要項の規定に従いそれぞれ職務を果たすものと解釈される。 

計算代理人が代理人として行為できないもしくはそのつもりがない場合、または計算代理人が本社

債の要項もしくは計算代理契約により課される職務もしくは義務の遂行に失敗した場合、計算代理人

は速やかにCACIBおよび代理人に通知するものとし、CACIBは、（下記記載の市場に積極的に参入して

いる事務所を通じて活動している）計算代理人により行われる計算または決定に も密接に関連して

いる銀行間市場（または適切な場合、金融、スワップもしくは店頭指数オプション市場）に従事して

いる大手銀行または金融機関をその代理として指名するものとする。計算代理人は、承継者を指名す

ることなしにその職務を退くことはできない。 

疑義を避けるため付言すると、上記規定は、あらゆる社債に関して、CACIBが計算代理人として行

為するよう関連会社を指名することを妨げるものではない。 

計算代理人が何らかの理由で利息計算期間における利率または利息を決定または計算しない場合、

CACIBがその行為を行う（またはそれに代わり代理人を指名する）ものとし、かかる決定および計算

は、計算代理人によりなされたものとみなされる。その際、CACIBは、すべての状況において、自ら

の判断でその行為を行うことができ、また他のあらゆる点において誠実かつ合理的とみなされる方

法により行為する範囲において、「1 利息」および「3 支払」の規定を、必要な修正を加えて適用

するものとする。 

CACIBは、計算代理契約に従いあらゆる時点において計算代理人の指名を変更または取り消す権利

を留保する。ただし、本社債の要項により必要とされる場合で、計算代理人が常に存在するときに

限る。計算代理人の指名の取消に係る通知は、「8 通知」に従い本社債の所持人に通知される。 

社債の各シリーズに関連して、計算代理人（それがCACIB、関連会社またはその他の事業体である

かを問わない。）は、CACIBの代理人としてのみ職務を行い、本社債の所持人または利札の所持人に

対して義務を負わず、また、本社債の所持人もしくは利札の所持人と代理または信託の関係を有し

ない。 
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計算代理人は、CACIBの同意を得て、適切と認められる第三者に義務または職務を委任することが

でき、かかる委任による決定または計算は、計算代理人による決定または計算とみなされる。 

本書において「関連会社」とは、ある事業体（以下「第一事業体」という。）に関して、第一事

業体により直接的もしくは間接的に支配（以下に定義する。）されている事業体、第一事業体を直

接的もしくは間接的に支配している事業体または第一事業体と共通の支配下にある事業体をいう。

「支配」とは、事業体の議決権の過半数の所有を意味する。 

 

(c) 決定 

別段の記載がある場合を除き、本社債の要項におけるすべての決定および計算は計算代理人に

よってなされる。 

本社債の要項に従ってCACIBおよび／または計算代理人によってなされた決定、判断または修正は、

明確な定めがない限り、（明白な誤りがある場合を除き） 終的で、CACIB、代理人および本社債の

所持人を拘束するものである。 

とりわけ、「1 利息」および「2 償還および買入れ」に記載される規定のために、付与、表示、

行為または取得される証明書、連絡、意見、決定、計算、引用および判定は、代理人もしくは（該

当する場合）計算代理人またはCACIBにより成されたか否かにかかわらず、（明白な誤りがある場合

を除き）CACIB、主支払代理人、計算代理人（該当する場合）、その他支払代理人ならびにすべての

本社債の所持人および利札の所持人に対して拘束力を有し、また、かかる規定に従った権限、義務

および裁量の行使または不行使に関して、CACIB、本社債の所持人または利札の所持人に対して負う

責任は、（明白な誤りがある場合を除き）主支払代理人または（該当する場合）計算代理人に対し

ては帰属しない。 

本社債の要項に従い決定、判断または修正を行う際、CACIBおよび／または計算代理人は、個別の

本社債の所持人（その数を問わない。）に特有の状況により発生する利息を考慮せず、とりわけ、

特定の地域もしくはその政治的地域区分における裁判管轄にいかなる目的により住居を定めもしく

は居住し、またはそうでなければ関係もしくは属することに起因する個別の本社債の所持人（その

数を問わない。）についての決定の結果を考慮しないが、考慮しない要素はこれに限られない。ま

た、計算代理人または本社債の所持人は、CACIB、計算代理人またはその他の者より、個別の本社債

の所持人に対する課税上の取扱いにかかる決定に関する補償または支払を請求する権利を有しない。 

別段の記載がある場合を除き、CACIBまたは計算代理人は、その単独の絶対的な裁量により行為す

る権利を有し、誠実に行為をするものとする。 

 

(6) 追加発行 

CACIBは、本社債の所持人または利札の所持人の同意を得ることなく、本社債と同じ要項の社債、ま

たは初回の利息額および利払日を除くすべての点において本社債と同じである社債を随時成立させ発

行し、かかる社債を未償還の本社債と統合して単一のシリーズとすることができる。 
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＜本社債以外の社債に関する情報＞ 

 

第１ 【募集要項】 
 

 該当事項なし 

 

第２ 【売出要項】 
 

 以下に記載するもの以外については、有価証券を売出しにより取得させるに当たり、その都度「訂正発行登

録書」または「発行登録追補書類」に記載します。 

 

１【売出有価証券】 

 【売出社債（短期社債を除く。）】 

  未定 

２【売出しの条件】 

  未定 
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第二部 【参照情報】 
 

第１ 【参照書類】 

 会社の概況及び事業の概況等法第 5 条第 1 項第 2 号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照する

こと。 

１ 【有価証券報告書及びその添付書類】 

 

  事業年度(平成 25 年 12 月期) 自 平成 25 年 1月 1日 至 平成 25 年 12 月 31 日 

  平成 26 年 5 月 8日関東財務局長に提出 

 

２ 【四半期報告書又は半期報告書】 

 

  半期報告書 

  平成 26 年 6 月中間期（自 平成 26 年 1 月 1日 至 平成 26 年 6 月 30 日） 

  平成 26 年 8 月 29 日関東財務局長に提出 

 

３ 【臨時報告書】 

 

  該当事項なし 

 

４ 【外国会社報告書及びその補足書類】 

 

  該当事項なし 

 

５ 【外国会社四半期報告書及びその補足書類並びに外国会社半期報告書及びその補足書類】 

 

  該当事項なし 

 

６ 【外国会社臨時報告書】 

 

  該当事項なし 

 

７ 【訂正報告書】 

 

  有価証券報告書の訂正報告書（上記１に係る訂正報告書） 

  平成 26 年 8 月 19 日関東財務局長に提出 

  有価証券報告書の訂正報告書（上記１に係る訂正報告書） 

  平成 26 年 8 月 29 日関東財務局長に提出 

  半期報告書の訂正報告書（上記２に係る訂正報告書） 

  平成 26 年 10 月 31 日関東財務局長に提出 
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第２ 【参照書類の補完情報】 
 

 上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書（訂正報告書を含む。）および半期報告書（訂正報告書を

含む。）（以下「有価証券報告書等」という。）の「事業等のリスク」に記載された事項について、当該有

価証券報告書等の提出日以後、本訂正発行登録書提出日（平成27年1月8日）までの間において重大な変更は

生じておらず、また、追加で記載すべき事項も生じていない。 

 また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されているが、本訂正発行登録書提出日（平成

27年1月8日）現在、当該事項に係るCACIBの判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もない。 

 

第３ 【参照書類を縦覧に供している場所】 
 

 該当事項なし 

 

第三部 【保証会社等の情報】 
 

 該当事項なし 
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2014 年 8 月 19 日現在 

 

発行登録書の提出者が金融商品取引法第5条第4項各号 

に掲げる要件を満たしていることを示す書面 

 

 

会社名 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク

（以下「当社」という。） 

代表者の役職氏名 ソーセン・パラン 

GMD・チーフ・オペレーティング・オフィサー・クレジット・アンド・レーツ 

 

 

１ 当社は 1年間継続して有価証券報告書を提出している。 

 

 

２ 当社は、本邦において発行登録書の提出日（平成 26 年 8 月 19 日）以前 5年間にその募集ま

たは売出しに係る有価証券届出書または発行登録追補書類を提出することにより発行し、ま

たは交付された社債券の券面総額または振替社債の総額が 100 億円以上である。 

 

（参考） 

（平成 26 年 6 月 27 日（受渡日）の売出し） 

クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク  

2019 年６月 26 日満期 円建 為替トリガー早期円償還条項 デジタルクーポン  

ブラジルレアル／日本円連動社債 

券面総額または振替社債の総額        214 億 9,100 万円 
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事業内容の概要および主要な経営指標等の推移 

 

 

１．事業内容の概要 

クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク（以下「当社」という。）の事業部門

は、主にファイナンス事業、キャピタル・マーケットおよび投資銀行事業、プライベート・バンキング事業である。ま

た、様々な活動が非継続事業として行われている。 

ファイナンス事業では、ストラクチャード・ファイナンスおよび商業銀行事業を統合している。 

キャピタル・マーケットおよび投資銀行の事業には、キャピタル・マーケットおよびエクイティ・デリバティブに

加えて投資銀行事業が含まれる。 

プライベート・バンキング事業は、個人投資家に対して世界的かつ包括的な資産運用サービスを提供する。 

 

２．主要な経営指標等の推移 

(1) 当社の 近5事業年度に係る主要な経営指標等の推移 
 

区分 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 

年度末資本金（ユーロ） 7,254,575,271 7,254,575,271 6,775,271,784 6,055,504,839 6,055,504,839

発行済株式総数 268,687,973 268,687,973 250,935,992 224,277,957 224,277,957

実現取引合計の業績（百万ユーロ） 

総収益（税金を除く。） 6,581 8,232 8,780 7,306 10,030

税金、減価償却費および引

当金控除前利益 
272 637 921 111 1,519

法人所得税 (34) (640) (703) (1,179) (28)

税金、減価償却費および引

当金控除後利益 
522 1,129 697 1,388 720

配当支払額 1,000 647 955 

1株当たり利益（ユーロ） 

税引後利益(減価償却費およ

び引当金控除前) 
(注5)1.14 (注4)4.76 (注3)6.47 (注2)5.75 (注1)6.90

税金、減価償却費および引

当金控除後利益 
(注5)1.94 (注4)4.20 (注3)2.78 (注2)6.19 (注1)3.21

1株当たり配当金 3.72 0.00 2.58 4.26 0.00

人件費 

従業員数 (注6)6,230 (注6)6,964 (注6)7,633 (注6)7,455 (注6)7,415

事業年度内に支払われた賃

金および給与（百万ユー

ロ） 

880 953 941 888 827

従業員給付金および社会保

障（百万ユーロ） 
271 300 334 304 295

給与支払税（百万ユーロ） 31 39 30 33 33

(注1) 2009年度末現在における、自己株式を除く発行済株式総数（224,277,957）に基づいて計算された。 

(注2) 2010年度末現在における、自己株式を除く発行済株式総数（224,277,957）に基づいて計算された。 

(注3) 2011年度末現在における、自己株式を除く発行済株式総数（250,935,992）に基づいて計算された。 

(注4) 2012年度末現在における、自己株式を除く発行済株式総数（268,687,973）に基づいて計算された。 
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(注5) 2013年度末現在における、自己株式を除く発行済株式総数（268,687,973）に基づいて計算された。 

(注6) 平均従業員数である。 

 

(2) 近5連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移 
 

（単位：百万ユーロ） 

2013年 

12月31日(注2) 

2012年 

12月31日(注2) 

2011年 

12月31日(注4) 

2010年 

12月31日 

2009年 

12月31日 

当社 

継続 
事業 
(注1) 

当社 

継続 
事業 
(注1) 

当社 

継続 
事業 
(注3) 

当社 
継続 
事業 
(注3) 

当社 
継続 
事業 

銀行業務純収益 3,771 3,712 3,666 3,964 5,309 4,387 5,698 5,586 4,428 5,775

営業総利益 974 1,636 703 1,804 1,847 2,007 1,863 2,253 957 2,428

当期純利益 -  

当社グループの持分 
560 1,012 (389) 1,279 682 1,267 1,005 1,518 (331) 1,158

(注1) ローン・ヘッジ、会計上の見積りにおけるCVAおよびDVAの変動ならびにDVAの経常的な影響による修正後（2012年

度における事業適応計画の影響による修正後）。 

(注2) 形式上、CAシュヴルー、CLSAおよびニューエッジのIFRS第5号処理を考慮した数値である。 

(注3) 「財務管理」(社債発行およびローン・ヘッジの再評価)ならびに事業適応計画の影響による修正後。 

(注4) 形式上、当行の新たな組織ならびにCAシュヴルーおよびCLSAのIFRS第5号処理を考慮した数値である。 
 

（単位：十億ユーロ） 
2013年12月31日 2012年12月31日 2011年12月31日 2010年12月31日 2009年12月31日 

総資産額 605.9(*) 679.6(*) 826.0 716.2 712.4 

貸出金総額 105.0 126.0 172.2 161.5 152.7 

運用資産額 

（プライベート・ 

バンキング) 

93.3 94.0 69.1 71.0 61.4 

(*)  決済による影響「LCH・クリアネット・リミテッド・スワップクリア」を考慮した数値である。 
 

常勤従業員数 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 

フランス 4,232 4,778 4,938 4,876 4,687 

海外 5,761 7,376 9,925 9,827 9,646 

合計 9,993 12,154 14,863 14,703 14,333 

(注1) プライベート・バンキング事業に、2013年度は2,773人、2012年度は2,715人、2011年度は2,340人、2010年度は

2,258人および2009年度は2,196人が従事している。 
 
（単位：十億ユーロ 

または％） 
2013年12月31日 2012年12月31日(*) 2011年12月31日 2010年12月31日 2009年12月31日 

株主持分（収益を含

む。） 
15.4 15.7 16.1 15.3 14.4 

ティアⅠ資本 16.7 16.7 16.6 15.3 13.9 

バーゼルⅡリスク加重

資産 
110.5 111.9 144.8(**) 142.6(***) 134.9(***) 

ティアⅠ・ソルベン

シー比率 
14.9％ 14.9％ 11.5％(**) 10.7％(***) 10.3％(***)

ソルベンシー比率合計 15.1％ 14.9％ 12.5％(**) 11.6％(***) 11.7％(***)

(*)  フロアーは、ACPの規制により2012年度は適用されない。 

(**) フロアーを除いたものに相当する数値である。 

(***) フロアー後の数値（バーゼルⅠの80％）である。 

 

(3) 近3中間連結会計期間に係る主要な経営指標等の推移 
 

（単位：百万ユーロまたは％） 2014年6月30日 2013年6月30日 2012年6月30日 

総資産額 572,657 843,972(*)(**) 888,851(*)(**) 



― 33 ― 

顧客に対する債権 113,878 111,288(*) 173,015(*) 

顧客に対する債務 94,917 116,668(*) 163,829(*) 

株主持分合計 15,080 15,697(*) 16,614(*) 

ティア1比率(***) 

13.4％ 

(CRD4 段階適用) 

10.0％ 

(CRD4 完全実施) 

14.8％ 14.5％ 

(*)  2013年6月30日および2012年6月30日現在の数値は、新たな連結基準およびIFRS第5号に関する会計方針の変更につ

いて修正はされていない。 

(**) 2013年6月30日および2012年6月30日現在の貸借対照表は、ネッティングによる影響（決済機関「LCH・クリアネッ

ト・リミテッド・スワップクリア」をもって同一の通貨にて取引されたデリバティブに係る資産および負債の間の

残高純額）について修正はされていない。ネッティングにより連結貸借対照表の規模は縮小するが、連結損益計算

書および連結純資産への影響はない。ネッティングによる影響額は、2013年12月31日現在合計158,691百万ユーロ、

2012年12月31日現在225,690百万ユーロであった。 

(***) 2014年1月1日現在、比率はバーゼル3の枠組みに基づいている。以前の数値はバーゼル2の枠組みに基づき表示され

ている。 

 

 

（単位：百万ユーロ） 2014年6月30日 2013年6月30日(*) 2012年6月30日(**) 

銀行業務純収益 2,120 1,958 2,547 

営業総利益 761 572 855 

営業利益 613 353 642 

税引前利益 704 429 738 

当期純利益－当社グループ 

の持分 
519 333 389 

(*)  新たな連結基準およびIFRS第5号に関する会計方針の変更について修正された数値である。2013年6月30日現在の損

益計算書は、数値が入手できないため、IFRS第10号の基準に関する修正は行われていない。2012年6月30日現在の

損益計算書は、かかる変更について修正はされていない。 

(**) IFRS第5号の規定に従い、クレディ・アグリコル・CIBの損益計算書におけるCAシュヴルーおよびCLSAの財務書類の

影響は、非継続事業または売却目的保有非流動資産からの純利益に組み替えられている。 
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