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コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アー 2021年６月28日満期 豪ドル建社債（本頁において以

下「本社債」といいます。）の元利金は豪ドルで支払われますので、日本円と豪ドル間の外国為

替相場の変動により影響を受けることがあります。 

 

本社債についてのリスク要因 
 

 本社債への投資には、一定のリスクが伴う。各投資家は、本社債へ投資することが適当か

否か判断するにあたり、以下に掲げるリスク要因およびその他のリスク要因を検討する必要

がある。ただし、以下の記載は本社債に含まれるすべてのリスクを網羅した完全な記載を意

図したものではない。 
 
本社債につき支払われる金額 
 本社債の元本は豪ドルで支払われる。かかる元本の支払額の円貨相当額は、償還時に有効

な日本円と豪ドル間の為替レートにより異なる。そのため、円貨により投資を行った者は、

本社債に対する円貨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、

日本円と豪ドル間の為替レートなど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

しう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。 
 
金利および日本円と豪ドル間の為替レートの変動によるリスク 
 本社債の元利金は、豪ドルにより支払われる。したがって、利払日または満期日前の各本

社債の価値は、豪ドルの金利や日本円と豪ドル間の為替レートの変動を受けて、変動するこ

とがある。 
 
格付、財務状況および業績 
 発行会社の信用格付、財務状況もしくは業績が実際に変化した場合またはその変化が予想

される場合、本社債の市場価値に影響を及ぼすことがある。 
 
信用リスク 
 本社債の償還の確実性は、発行会社の信用力に依拠する。発行会社について付される格付

は発行会社の債務支払能力を示す。発行会社の信用状況が損なわれた場合、本社債を購入し

た投資家に損失が生じる可能性がある。 
 
税制リスク 
 将来において、本社債についての課税上の取扱いが変更される可能性がある。 
 
 投資家は、上記のリスク要因の 1 つが及ぼす影響により、他の要因を理由とする本社債の

取引価値の変動が、一部または全部相殺されることがあることを理解すべきである。 
 
 本社債の購入を検討中の投資家は、その個別の事情に本社債が適合するか否かを詳細に考

慮した後に限り、投資の決定を行うべきである。 
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外貨建て債券の契約締結前交付書面 
（この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。） 

 

 この書面には、外貨建て債券のお取引を行っていただく上でのリスクや留

意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお

取引開始前にご確認ください。 
 
○外貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方とな

る等の方法により行います。 

○外貨建て債券は、金利水準、為替相場の変化や発行者の信用状況に対応し

て価格が変動すること等により、損失が生ずるおそれがありますのでご

注意ください。 

 

手数料など諸費用について 

・外貨建て債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により

購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。 

・外貨建て債券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、

外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものと

します。 
 

金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が

生じるおそれがあります 

・外貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して

変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低

下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還

日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損

が生じる場合があります。また、市場環境の変化により流動性（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ります。 

・金利水準は、各国の中央銀行が決定する政策金利、市場金利の水準（例

えば、既に発行されている債券の流通利回り）や金融機関の貸出金利等

の変化に対応して変動します。 

・外貨建て債券は、為替相場（円貨と外貨の交換比率）が変化することに

より、為替相場が円高になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値

は下落し、逆に円安になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は

上昇することになります。したがって、売却時あるいは償還時の為替相

場の状況によっては為替差損が生じるおそれがあります。 

・通貨の交換に制限が付されている場合は、元利金を円貨へ交換すること

や送金ができない場合があります。 

本書面は売出人によって作成されたもので、便宜上本目論見書に組入れられています。 

したがって、発行者作成に係る本目論見書の内容を構成するものではありません。 
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債券の発行者または元利金の支払の保証者の業務または財産の状況の変

化などによって損失が生じるおそれがあります 

・外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証してい

る者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって

売却損が生じる場合があります。 

・外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証してい

る者の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いの停滞若しくは支

払不能の発生又は特約による元本の削減等がなされるリスクがありま

す。 

  なお、金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれ

がある場合などには、発行者の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、

所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って元本や利子の削減や株式へ

の転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は発行

者の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。 

・外貨建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とさ

れる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪

化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスク

の程度はより高いと言えます。 
 

外貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません 

・外貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定

の適用はありません。 
 

 

外貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要 

当社における外貨建て債券のお取引については、以下によります。 

・ 外貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い 

・ 弊社が自己で直接の相手方となる売買 

・ 外貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ又は代理 
 

外貨建て債券に関する租税の概要 

個人のお客さまに対する外貨建て債券（一部を除く。）の課税は、原則として以下に

よります。 

・ 外貨建て債券の利子（為替損益がある場合は為替損益を含みます。）については、

利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場

合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この

場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。 

・ 外貨建て債券の譲渡益及び償還益（それぞれ為替損益がある場合は為替損益を

含みます。）は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となり

ます。 
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・ 外貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び

譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控

除の適用を受けることができます。 

・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。 
 

法人のお客さまに対する外貨建て債券の課税は、原則として以下によります。 

・ 外貨建て債券の利子、譲渡益、償還益（それぞれ為替損益がある場合は為替損

益を含みます。）については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入され

ます。なお、お客さまが一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合

は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。 

・ 国外で発行される外貨建て債券（一部を除く。）の利子に現地源泉税が課税され

た場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申

告により外国税額控除の適用を受けることができます。 

 

なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。 

詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。 

 

譲渡の制限 

・ 振替債（我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をい

います。）である外貨建て債券は、その償還日又は利子支払日の前営業日を受渡

日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券について

も、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 

 

当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要 

当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第１項の規定に基づく

第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行

われる場合は、以下によります。 

・ 国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開

設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっ

ては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。 

・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係

る代金又は有価証券の全部又は一部（前受金等）をお預けいただいた上で、ご

注文をお受けいたします。 

・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、

ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 

・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項

を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、

お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があり

ます。 

・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡し

いたします（郵送又は電磁的方法による場合を含みます。）。 
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その他留意事項 

・ 法令・諸規則に違反するおそれがあると当社が判断したときは、お取引をお断り

することがあります。 

・ 日本証券業協会のホームページ 

（http://www.jsda.or.jp/shiraberu/foreign/meigara.html） 

に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われ

た債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されてい

ます。 

 

 

当社の概要 

商 号 等    東洋証券株式会社  金融商品取引業者 関東財務局長 

（金商）第 121 号 

本店所在地    〒104-8678 東京都中央区八丁堀 4-7-1 

加 入 協 会    日本証券業協会 

指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 

資 本 金    134 億円 

主 な 事 業    金融商品取引業 

設 立 年 月    昭和 9 年 4 月 

連 絡 先    お取引のある部店、又は本社（03-5117-1040）にご連絡く

ださい。 

 

 



 
東洋証券株式会社 

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・インク用） 

 
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顧客に告げなければならないこととさ

れております。 
 

○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

（https://www.moodys.com/pages/default_ja.aspx）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 28年 5月 16 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。 

以  上 

本 書 面 は 売 出 人 に よ っ て 作 成 さ れ た も の で 、 便 宜 上 本 目 論 見 書 に 組 入 れ ら れ て い ま す 。 

し た が っ て 、 発 行 者 作 成 に 係 る 本 目 論 見 書 の 内 容 を 構 成 す る も の で は あ り ま せ ん 。 



 
東洋証券株式会社 

無登録格付に関する説明書 
（S&P グローバル・レーティング用） 

 
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顧客に告げなければならないこととさ

れております。 
 

○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：S&P グローバル・レーティング 

グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号：S&P グローバル・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 

S&P グ ロ ー バ ル ・ 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 

S&P グローバル・レーティングの信用格付は、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。 

S&P グローバル・レーティングは、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、S&P グローバル・レーティングは、

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 29 年 4 月 1 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 S&P グローバル・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。 

以  上 

本 書 面 は 売 出 人 に よ っ て 作 成 さ れ た も の で 、 便 宜 上 本 目 論 見 書 に 組 入 れ ら れ て い ま す 。 

し た が っ て 、 発 行 者 作 成 に 係 る 本 目 論 見 書 の 内 容 を 構 成 す る も の で は あ り ま せ ん 。 



 

 
【表紙】  

【発行登録追補書類番号】 28-外７-９ 

【提出書類】 発行登録追補書類 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成29年６月９日 

【会社名】 コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アー 

 (Coöperatieve Rabobank U.A.) 

【代表者の役職氏名】 長期資金調達部長（日本） 

(Head of Long Term Funding - Japan) 

 K. タナカ 

(K. Tanaka) 

【本店の所在の場所】 オランダ国 3521 CB ユトレヒト市クローセラーン18 

(Croeselaan 18 3521 CB Utrecht, the Netherlands) 

【代理人の氏名又は名称】 弁護士  梅 津   立 

【代理人の住所又は所在地】 東京都港区元赤坂一丁目２番７号 赤坂Ｋタワー 

アンダーソン・毛利・友常法律事務所 

【電話番号】 03(6888)1000 

【事務連絡者氏名】 弁護士  中村 慎二／池田 亮平／梶原 康平／嶋田 祐輝／ 

白藤 祐也 

【連絡場所】 東京都港区元赤坂一丁目２番７号 赤坂Ｋタワー 

アンダーソン・毛利・友常法律事務所 

【電話番号】 03(6888)1000 

【発行登録の対象とした 

 売出有価証券の種類】 

社債 

【今回の売出金額】 コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アー 2021年６月28日満期 豪ド

ル建社債 

1,800万豪ドル(14億9,256万円) 

 

(上記円換算額は１豪ドル＝82.92円の為替レート(2017年６月８日現

在の株式会社三菱東京UFJ銀行による対顧客電信直物売買相場の仲値)

による。) 

 



 

 
【発行登録書の内容】  

提出日 平成28年４月７日 

効力発生日 平成28年４月15日 

有効期限 平成30年４月14日 

発行登録番号 28-外７ 

発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 5,000億円 

 
 

【これまでの売出実績】 

 

（発行予定額を記載した場合） 

番号 提出年月日 売出金額 
減額による 

訂正年月日 
減額金額 

28-外７-１ 平成28年６月３日  49億8,799万円 該当事項なし 

28-外７-２ 平成28年６月３日  32億4,105万円 該当事項なし 

28-外７-３ 平成28年６月３日  51億6,530万円 該当事項なし 

28-外７-４ 平成28年８月１日   10億633万円 該当事項なし 

28-外７-５ 平成28年９月26日 103億7,434万円 該当事項なし 

28-外７-６ 平成28年10月17日 59億6,868万円 該当事項なし 

28-外７-７ 平成29年５月23日 141億9,875万円 該当事項なし 

実績合計額 449億4,244万円 減額総額 ０円 

 

【残額】 

（発行予定額－実績合計額－減額総額） 

4,550億5,756万円 

 

（注）「コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アー 2022年６

月21日満期 米ドル建社債（6,180万米ドル、円貨相当額67億

9,739万円）」の売出しを行うために、平成29年６月８日に発

行登録追補書類（発行登録追補書類番号 28－外７－８）

を、関東財務局長に提出したが、当該社債の受渡日は平成29

年６月27日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了

していないため、上記金額を残額から控除していない。 

 

上記（注）における円貨相当額は、１米ドル＝109.99円の為

替レート(2017年６月８日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行に

よる対顧客電信直物売買相場の仲値)で換算されている。 



 

 
（発行残高の上限を記載した場合） 

番号 提出年月日 売出金額 償還年月日 償還金額 
減額による 
訂正年月日 

減額金額 

該当事項なし 

実績合計額 該当事項なし 償還総額 該当事項なし 減額総額 該当事項なし 

 
【残高】 
（発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額） 

該当事項なし 

 

【安定操作に関する事項】 該当事項なし 

【縦覧に供する場所】 該当事項なし 
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第一部 【証券情報】 

 

＜コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アー 2021年６月28日満期 豪ドル建社債に関する情報＞ 

 

（注１）本書中、「発行会社」とは、コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アーを指す。 

（注２）本書中に別段の表示がある場合を除き、「豪ドル」及び「豪セント」とはすべてオーストラリ

アの法定通貨を、「ユーロ」とはすべて特定の欧州連合加盟国の法定通貨を指す。 

 

 

第１ 【募集要項】 

 

該当事項なし 
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第２ 【売出要項】 

 

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 

コーペラティブ・ラボバンク・

ウー・アー 2021年６月28日満期 

豪ドル建社債（以下｢本社債｣と

いう。）注(１) 

1,800万豪ドル 

注(２) 

1,800万豪ドル 

注(２) 

東京都中央区八丁堀四丁目７番１号 

東洋証券株式会社 （以下「売出人」

という。） 

記名・無記名の別 各社債の金額 利率 利払日 償還期限 

無記名式 
(額面金額) 

1,000豪ドル 
年率2.06％ ６月28日及び12月28日 2021年６月28日 

 

注(１) 本社債は、2017年６月27日（以下「発行日」という。）に、発行会社のオーストラリア支店（オースト

ラリア事業番号 70 003 917 655）（以下「ラボバンクオーストラリア支店」という）を通じて発行会社

により発行会社の2017年５月10日付160,000,000,000ユーログローバルミディアムタームノートプログラ

ム（発行日において修正又は追補がある場合にはそれらすべてを含む。）に基づき発行される。本社債は

いかなる金融商品取引所にも上場される予定はない。本社債はラボバンクオーストラリア支店を通じて発

行会社により発行されるが、発行会社自身の債務である。 

(２) 上記の売出券面額の総額及び売出価額の総額は、ユーロ市場で発行される本社債の額面総額と同額であ

る。 

 

摘要 

  本社債について、発行会社の依頼により、金融商品取引法（昭和23年法律第25号。その後の改正を含

む。）（以下「金融商品取引法」という。）第66条の27に基づき登録された信用格付業者から提供され、

若しくは閲覧に供された信用格付又はかかる信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の

信用格付はない。 

  ただし、発行会社は、本書提出日現在、発行会社が発行する無担保優先債務について、S&Pグローバ

ル・レーティング（以下「S&P」という。）からA+の格付を、また、ムーディーズ・インベスターズ・サ

ービス・リミテッド（以下「ムーディーズ」という。）からAa2の格付をそれぞれ付与されている。 

  S&P及びムーディーズは、信用格付事業を行っているが、本書提出日現在、金融商品取引法第66条の27

に基づく登録がなされていない信用格付業者（以下「無登録格付業者」という。）である。無登録格付業

者は、金融庁の監督及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。 

  S&P及びムーディーズについては、それぞれのグループ内に、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として、S&Pグローバル・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）及びムーディーズ・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第２号）を有
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しており、各信用格付の前提、意義及び限界は、インターネット上で公表されているS&Pグローバル・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/ja_JP/web/guest/regulatory/unregistered）に掲載さ

れている「格付けの前提･意義･限界」及びムーディーズ・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」欄の「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」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％ 
2017年６月12日から 

同年６月27日まで 

 

額面金額 

1,000豪ドル 

 

な し 
売出人の本店及び日本国

内の各支店 

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2017年６月27日、受渡期日は同年６月28日である。 

(2) 本社債の申込及び払込は、本社債の各申込人と売出人の間で締結される外国証券取引口座約款（以下

「約款」という。）に従ってなされる。各申込人は、売出人からあらかじめ約款の交付を受け、約款

に基づく外国証券取引口座の設定を申し込む旨記載した申込書を提出する必要がある。かかる取引口

座を通じて本社債を取得する場合、同約款の規定に従い本社債の券面の交付は行わない。本社債の申

込人は、売出人が別途定めるところにより、日本円にて本社債の払込みを行う。 

(3) 本社債は、アメリカ合衆国1933年証券法（その後の改正を含む。）（以下「証券法」という。）に基

づく登録がなされておらず、又はアメリカ合衆国の州その他の法域の証券規制当局に登録されておら

ず、今後登録される予定もない。証券法の登録義務を免除される一定の取引による場合を除き、合衆

国内において、又は米国人(U.S. Person)に対し、米国人の計算で、若しくは米国人のために、本社

債の勧誘又は販売を行ってはならない。本段落の用語は、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。 

 本社債は、合衆国税法上の要件の適用を受ける。合衆国税務規則により許された一定の取引による場

合を除き、合衆国若しくはその属領内において、又は合衆国人(United States Person)に対して本社

債の勧誘、販売又は交付を行ってはならない。本段落の用語は、合衆国内国歳入法及びこれに基づき

公表された合衆国税務規則において定義された意味を有する。 

(4) (i)本社債がオランダ金融監督法（Wet op het financieel toezicht)に定義される適格投資家である

個人又は法人のみに対して勧誘される場合又は(ii)オランダ金融監督法第5：20条(5)項の要求に従っ

て標準的な免除文言及びロゴが開示される場合（これらの場合には、本社債の勧誘に関して目論見書

指令第３条に従った目論見書及び同指令第16条に従った目論見書追補書類の公表を要しない。）を除

き、目論見書指令第３条２項に依拠して本社債をオランダにおいて公募してはならない。 

 

発行会社の支店を通じた発行に関する追加事項 

本社債は、ラボバンクオーストラリア支店を通じて発行会社により発行される。 

本社債の投資家はオーストラリアにおける法律上の保護によって恩恵を受ける可能性がある。当

該保護には、発行会社が清算手続に付された場合又は発行会社が債権者に対して全額の弁済を行う

能力を疑うに足る理由が存在する状況において、現地の規制当局がラボバンクオーストラリア支店

の債権者の利益のためにオーストラリアに所在する発行会社の資産を分離し又はその占有を取得す

ることが含まれる。したがって、発行会社がオランダにおいて倒産又は清算手続にある場合、発行
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会社が発行した社債の債権者は、ラボバンクオーストラリア支店の債権者の債権が満足を得るまで

かかる資産に対して権利行使を行うことができない可能性がある。 

 

本社債のその他の主な要項 

本社債は、発行会社、コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アー・オーストラリア支店、コーペ

ラティブ・ラボバンク・ウー・アー・ニュージーランド支店、ドイチェ・バンク・アー・ゲー・ロ

ンドン支店（以下「財務代理人」という。）及び当該契約書に記載されるその他の代理人の間で

2017年５月10日付で締結された修正再表示代理契約（本社債の発行日付の修正若しくは追補を含む。

以下「代理契約」という。）に基づき、本社債の発行会社及び財務代理人の間で2017年５月10日付

でなされた確約書（本社債の発行日付の修正若しくは追補を含む。以下「確約書」という。）の適

用を受けて発行される。 

代理契約及び確約書の写しは、通常の営業時間内に、支払代理人の指定事務所（本要項(5)(c)で

記載される。）において閲覧することができる。 

下記は、本社債のその他の主要な要項（以下「本要項」という。）である。 

 

(1) 様式、額面及び所有権 

本社債は無記名式により、額面金額1,000豪ドルにより発行される。 

本社債には通し番号が付され、利札（以下「利札」という。）を添付して発行される。 

本社債及び利札の所有権は、適用法規上別段の規定がある場合又は所有権の移転に別段の手続

を要する場合を除き、引渡しにより移転する。管轄裁判所に命令された場合又は法律の要求する

場合を除き、本社債又は利札の保有者（下記に定義される。）は、当該本社債若しくは利札の支

払期限が到来しているか否か、その所有権、信託若しくは持分に関する通知の有無、その券面上

の記述の有無、あるいは過去にその盗難若しくは損失があったか否かを問わず、あらゆる目的上、

絶対的な所有者とみなされ、またそのように扱われることができるが、保有者をそのように扱う

ことにつき、何人もその責を負わない。 

本要項において、「本社債権者」とは、本社債を保有する者を意味し、(本社債又は利札の)

「保有者」とは、本社債又は利札を保有する者を意味する。 

 

(2) 本社債の地位 

本社債及びこれに関連する利札は、発行会社の非劣後かつ無担保の債務を構成し、発行会社の

発行する本社債及び利札は常に同順位であり、互いに優先されない(ただし、法律により強制的に

優先される場合を除く。)。発行会社が本社債及びこれにかかる利札について負う支払義務は、発

行会社が現在若しくは将来において負うその他の無担保かつ非劣後の負債及び金銭債務と常に同

順位である(ただし、法律が例外を定める場合を除く。)。 

 

(3) 利息及びその他の計算 

(a) 各本社債には、2017年６月27日（当日を含む。）（以下「利息発生日」という。）から年率

2.06％(以下「利率」という。)の固定利息を付し、2017年12月28日を初回支払日、満期日（本要



 - 6 -

項(4)(a)で定義される。）を最終支払日として（疑義を避けるために付言すると、初回支払日に

ついては、利息発生日（当日を含む。）から2017年12月28日（当日を除く。）までのロングファ

ーストクーポンとなる。）、毎年６月28日及び12月28日(以下「利払日」という。)の年２回、半

年分として額面金額1,000豪ドルあたり10.30豪ドルを後払いする。ただし、初回支払日の利息は

額面金額1,000豪ドルあたり10.36豪ドルを支払う。 

(b) 本社債にかかる利息の支払いは、本要項(5)記載の支払場所において、関連する利札の呈示及

び引渡しと引換えに行われる。 

(c) 各本社債の利息はその満期日又は（それより早い場合）償還日以降はこれを付さない。ただ

し、その正当な呈示がなされたにもかかわらず支払いが不当に留保又は拒絶された場合はこの

限りではない。かかる場合、利息は、(判決の前後を問わず）関連日（本要項(6)で定義され

る。）まで上記記載の利率で引続き発生する。 

(d) 利息期間である６か月分以外の期間に関し支払われる利息額は、各本社債の額面金額に上記

記載の利率を乗じて得られた金額に、下記の算式に基づき当該期間（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ることにより計算される（１豪セント未満は四捨

五入とする。）。 

日割係数 ＝  
 [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、計算期間に含まれる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、計算期間に含まれる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。 

 

(4) 償還、買入れ及び消却 

(a) 最終償還 

本要項(4)に規定する償還、買入れ及び消却が既に行われていない限り、各本社債は、2021年６

月28日(以下「満期日」という。)に、その額面金額で償還される。 

(b) 期限前償還 

本要項(4)に基づく償還に際して、又は本要項(8)の定めにより支払期限が到来した本社債に関

して支払うべき金額は額面金額とする。 

(c) 税務上の理由による償還 

本社債は、(ⅰ)オランダ及びオーストラリアの法規の変更若しくは修正、当該国の若しくは当

該国における税に対する権限を有する行政区画若しくは課税当局の法規の変更若しくは修正又は

当該法規の適用若しくは公的解釈の変更の効力が本社債の発行が合意された日以降に発生し、こ
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れらの変更又は修正の結果、発行会社が、本要項(6)において規定若しくは言及する追加金額を支

払う義務がある場合、又はその義務が生じることとなる場合、かつ(ⅱ)発行会社が利用可能な合

理的な措置を講じることによってもなおかかる義務を避けることができない場合、本社債権者に

対する早くとも45日前ないし遅くとも30日前の事前通知（かかる通知は、取消不能とする。）を

することにより、いつでも（決定された償還日までの経過利息とともに）本社債の額面金額で発

行会社の選択により本社債の全部を（ただし、一部は不可）償還することができる。ただし、か

かる償還の通知は、本社債に関する支払いで発行会社が支払義務を有するかかる追加金額の期限

が到来する も早い日の90日より前に行われてはならない。発行会社は、本項に基づく償還の通

知の公表前に、発行会社がかかる償還を実施する権利がある旨及び発行会社の償還の権利に関す

る先行条件が発生している旨の事実を記載した発行会社の取締役２名の署名を付した証書、並び

に公認の独立した法律顧問により発行会社が当該変更又は修正の結果、かかる追加金額を支払う

義務を有すること、又は有することとなる旨を記載した意見書を財務代理人に付与する。 

(d) 違法性による償還 

発行会社が、現在又は将来において適用される、政府、行政、立法若しくは司法上の権限又は

権能による法律、規則、規制、判決、命令若しくは指令を遵守した結果、又はこれらの解釈にお

いて、本社債に基づく自らの義務又は本社債に基づく自らの義務をヘッジするためになされた取

決めの履行の一部若しくは全部が非合法、違法若しくはその他の方法により禁止されている、あ

るいは将来的に禁止されることになると誠実に判断した場合、発行会社は、本要項(12)に従って、

本社債権者に対する早くとも30日前ないし遅くとも10日前の事前通知（かかる通知は、取消不能

とする。）により、当該通知の期間満了時において、償還日まで（ただし、償還日は含まな

い。）の経過利息とともに額面金額で本社債の全部を（ただし、一部は不可）償還することがで

きる。 

(e) 買入れ 

発行会社及びその子会社は、公開市場又はその他において、またいかなる価格でも、いつでも、

本社債を買入れすることができる。ただし、かかる本社債に関連するすべての期日未到来の利札

が、かかる本社債に添付又はそれとともに提出されていることを条件とする。 

(f) 消却 

発行会社、その子会社又はその代理人によって買入れられたすべての本社債(通常の証券取引業

務において買入れ又は第三者の名義で買入れられた本社債を除く。)は、消却目的で提出すること

ができ、かかる提出がなされた場合、発行会社により償還されたすべての本社債(かかる本社債に

添付されているか又はそれとともに提出されているすべての期日未到来の利札を含む。)とともに

直ちに消却され、再発行又は再販売してはならない。また、消却後の本社債に関する発行会社の

義務は免除される。各社債を期日未到来の利札とともに財務代理人に提出することにより、本社

債を消却目的で提出することができる。 
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(5) 支払い 

(a) 本社債の支払い 

本社債の元利金の支払いは、下記を条件として、米国、オーストラリア及びニュージーランド

以外に所在する支払代理人の指定事務所における本社債又は利札の呈示及び引渡しと引換えに、

シドニーに所在する銀行を支払場所とする豪ドル建の小切手により行われるか、又は保有者の選

択により、シドニーに所在する銀行の豪ドル建の銀行口座への送金により行われる。 

(b) 会計関連法に従って行われる支払い 

支払いはすべて、いかなる場合においても(i)支払場所において適用ある会計その他法令（ただ

し本要項(6)の規定を損なわない形で）及び(ii)米国1986年内国歳入法（以下「歳入法」とい

う。）第1471(b)項に定める協定に従って要求され、又は歳入法第1471項から1474項までの規定、

これらの規定に基づく規則若しくは協定、これらの公式な解釈若しくは（本要項(6)の規定を損な

わない形で）これらに対する政府間の取決めを実施するための法律に従って課される控除又は源

泉徴収に従って行われる。 

(c) 代理人の任命 

発行会社が当初任命した財務代理人及び支払代理人並びにその指定事務所は以下に列記される。

財務代理人及び支払代理人は、発行会社の代理人としてのみ行為し、いかなる本社債権者又は利

札の保有者に対しても代理又は信託の義務を負わず、またこれらと代理又は信託の関係を有さな

い。発行会社は、いつでも財務代理人及び支払代理人の任命を変更又は終了し、追加の、又は他

の支払代理人を任命する権利を留保する。ただし、発行会社は常に、(ⅰ)１名の財務代理人及び

(ⅱ)２以上のヨーロッパの主要都市において、当該都市に指定事務所を有する支払代理人を置か

ねばならない。 

 
 

財務代理人兼支払代理人 

ドイチェ・バンク・アー・ゲー・ロンドン支店 

英国ロンドン EC2N 2DB 

グレートウィンチェスターストリート 1 

ウィンチェスターハウス 

(Deutsche Bank AG, London Branch) 

(Winchester House, 1 Great Winchester Street) 

(London EC2N 2DB, United Kingdom) 

 

かかる変更又は指定事務所の変更は、本社債権者に対して速やかに通知されなければならない。 

(d) 支払期限未到来の利札 

(ⅰ) 本社債は、その償還期日が到来次第、支払いのため、関連する支払期日未到来の利札

（もしあれば）とともに引き渡されるべきである。かかる引渡しが実行されない場合、

場合によって、支払われるべき 終償還額若しくは期限前償還額から欠落している各支

払期日未到来の利札の額面金額に相当する金額（又は、全額支払われない場合は、当該

欠落している支払期日未到来の利札の金額の、支払われるべき元本総額に対して支払わ



 - 9 - 

れた元本の合計額が占める割合と同じ割合の金額）が控除されるものとする。そのよう

に控除された金額は、当該欠落している利札の引渡しと引換えに、（当該利札が本要項

(7)に基づいて時効消滅しているか否かにかかわらず）当該元本の支払いにかかる関連日

より10年以内に本要項(5)に規定の方法で支払われるものとする。 

(ⅱ) 本社債が、すべての支払期日未到来の利札を伴わずに償還のため呈示された場合、そ

の償還は、発行会社が要求する補償の供与と引き換えにのみなされる。 

(ⅲ) 本社債の償還期日が利払日ではない場合、直前の利払日又は利息発生日(場合による)

以降の経過利息は、当該本社債の呈示(及び、適切な場合、引渡し)によってのみ支払わ

れる。 

(e) 非営業日 

本社債又は利札に関する支払いの日が営業日（下記に定義される。）でない日に該当する場合、

その保有者は、翌営業日までその支払いを受けることができないものとする。ただし、かかる翌

営業日が翌月になる場合には、その支払い（又は当該支払いに関する利息その他の金額の支払

い）の日の直前の営業日に繰り上げられる。予測不能であることが合理的な理由により本社債又

は利札に関してこのように調整された支払日が営業日でない日に該当することが判明した場合、

その保有者は、翌営業日までその支払い（又は当該支払いに関する利息その他の金額の支払い）

を受けることができないものとする。本段落において「営業日」とは、ロンドン、シドニー及び

東京の各都市並びに関連ある呈示地において銀行及び外国為替市場が営業している日(土曜日及び

日曜日を除く。)で、さらに、支払いが豪ドルで口座に送金することにより行われる場合には、シ

ドニーで外国為替取引が行われる日をいう。 

 

(6) 課税 

発行会社による又は発行会社を代理して行われる本社債及び利札に関する元利金の支払いにつ

いては、オランダ及びオーストラリアにより若しくはオランダ国内及びオーストラリア国内にお

いて、又はオランダ及びオーストラリアの若しくはその域内の課税権限を有する当局により、賦

課、徴収又は源泉徴収されるいかなる性質の税金、負担金又は政府賦課金も一切課されず、また

その源泉徴収又は控除も行われない。ただし、法律上かかる源泉徴収又は控除が要求される場合

はこの限りでない。法律上かかる源泉徴収又は控除が要求される場合、発行会社は、かかる源泉

徴収又は控除がなされなければ本社債権者及び利札の保有者が受け取ることができたはずの金額

を受け取ることができるように、追加の金額(以下「追加金額」という。)を支払う。ただし、本

社債又は利札のうち以下のいずれかに該当するものに関しては、追加金額は支払われない。 

(ⅰ) オランダ又はオーストラリア（以下、それぞれ「関連課税法域」という。）において

支払いのための呈示がなされた場合、 

(ⅱ) 単に当該本社債若しくは利札の保有又はそれらに関する支払金の受領以外に、関連課

税法域と何らかの関係を有するために又は関係を有することを理由として、又はその理

由の一部として、当該本社債又は利札について、関連課税法域により、又は関連課税法

域内で賦課、徴収又は源泉徴収されるいかなる性質の税金、負担金又は政府賦課金の支

払義務を負う保有者により、又はかかる保有者を代理して保有されている場合、 
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(ⅲ) 法的な要求事項を遵守し、又は第三者にこれを遵守させることにより、あるいは当該

本社債又は利札が支払いのため呈示される場所の課税当局に対して非居住者であること

の宣言又はこれに類する免除の請求を行い、又は第三者にこれを行わせることにより、

合法的にかかる控除又は源泉徴収を回避することができた(にもかかわらずこれを回避し

なかった)保有者により、又はかかる保有者を代理して、支払いのための呈示がなされた

場合、 

(ⅳ) 関連日後30日間を経過したのちに支払いのための呈示がなされた場合（ただし、その

保有者がかかる30日間の満了の時点でこれを支払いのため呈示することにより、かかる

追加金額を受領する権利を有するはずであった場合を除く。）、又は、 

(ⅴ) 追加金額が以下のいずれかの理由により支払われる場合。 

(a)  本社債権者がオーストラリア1936年所得税査定法第128F条(6)における発行会社

の関係者(associate)であること 

(b)  本社債権者がオーストラリア居住者又はオーストラリア国内の恒久的施設を通じ

て行為するオーストラリア非居住者であり、決済機関を通じた保有以外の態様に

より本社債を保有していること 

本要項中、ある本社債又は利札に関する「関連日」とは、それに関する 初の支払期日若しく

は（支払われるべき金額が不当に留保され、若しくはその支払いが拒絶された場合、）未払金額

の全額が支払われる日、又は（それより早い場合、）本社債(若しくは関連する本社債券)若しく

は利札のさらなる呈示を本要項に従って行った時点でかかる支払いがなされる旨の通知が本社債

権者に対して適式になされる日（ただし、かかる呈示の時点で実際に支払いがなされることを要

件とする。）をいう。本要項中、(ⅰ)「元本」は、すべての割増金及び本要項(4)又はその修正若

しくは補足に基づき支払われるべき、元本としての性質を有するその他一切の金額を含むものと

みなされ、(ⅱ)「利息」は、すべての利息額及び本要項(3)又はその修正若しくは補足に基づき支

払われるべきその他一切の金額を含むものとみなされ、(ⅲ)「元本」及び／又は「利息」は、本

要項(6)に基づき支払われるべき追加金額を含むものとみなされる。 

 

(7) 時効 

発行会社に対する、本社債及び利札に関する元本又は利息の支払いの請求は、その 初の支払

期日から５年以内になされない限り、時効により消滅する。 

 

(8) 債務不履行事由 

下記の事由（各々以下「債務不履行事由」という。）のいずれかが発生した場合、本社債の保

有者は、財務代理人及び発行会社の指定事務所宛の書面の通知により、当該本社債の期限の利益

が喪失した旨を宣言することができ、その場合、発行会社がかかる通知を受領する前に当該債務

不履行事由が治癒していない限り、発行会社は当該本社債について期限の利益を失い、当該本社

債は額面金額の100％にて、支払日までの経過利息（もしあれば）とともに、ただちに支払期限が

到来し、支払われるべきものとなる。 
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(ⅰ) 発行会社が本社債の利息又は元本の支払いに関し、30日間を超えて不履行状態にある

場合、 

(ⅱ) 発行会社が本社債上のその他の義務を履行又は遵守せず、かつ発行会社に対してその

是正を求める通知が送達された後60日間にわたりその状態が継続した場合、 

(ⅲ) 発行会社が破産し、管財人が任命され、又は発行会社の解散、清算若しくは財産管理

（その条件が本社債権者の集会により事前に承認されている、再建若しくは合併を目的

とするものを除く。）の命令が発せられ、若しくはその有効な決議が可決された場合、

あるいは発行会社に関して、金融監督法（Wet op het financieel toezicht)(随時修正

又は再制定される部分を含む。）第３：160条に基づく宣言の申請（30日以内に取下げが

なされないもの）がなされ、若しくは宣言がなされた場合、 

(ⅳ) 発行会社が債権者全般と和解を行った場合又はかかる内容の命令が正式に下された場

合、又は 

(ⅴ) 発行会社がその事業の全部又は重要な部分の活動を停止した場合（その条件が本社債

権者の集会により事前に承認されている、再建又は合併を目的とする場合を除く。）。 

 

(9) 社債権者集会、変更及び交代 

(a) 社債権者集会 

代理契約には、本社債権者の利害に影響を及ぼす事項（本要項の変更についての特別決議（代

理契約の定義による。）の採択を含む。）について検討するための社債権者集会の招集について

の規定が定められている。かかる集会は、発行会社又はその時点において未償還の本社債の額面

総額の10％以上を保有する本社債権者が招集することができる。特別決議を議決するための社債

権者集会の定足数は、その時点において未償還の本社債の額面総額の過半数を保有する者又はそ

の代理人２名以上とし、その延会における定足数は、その所有又は代理する本社債の額面金額に

かかわらず、本社債権者又はその代理人２名以上とする。ただし、とりわけ(ⅰ)本社債の満期日

若しくは償還日又は本社債の利息若しくは利息額の支払日の変更、(ⅱ)本社債の額面金額若しく

は償還時の追加金額の引下げ又は取消、(ⅲ)本社債に関する利率の引下げ、又は本社債に関する

利率若しくは利息額の計算方法若しくは基準、若しくは本社債に関する利息額の計算のための基

準の変更、(ⅳ)満期償還額若しくは期限前償還額の計算方法若しくは基準の変更、(ⅴ)本社債の

支払通貨又は各社債の単位通貨の変更、(ⅵ)本社債権者の集会若しくはその延会の定足数又は特

別決議の可決に必要な賛成票の割合についての規定の変更が当該集会の議案に含まれる場合は、

定足数は、その時点において未償還の本社債の額面総額の75％以上を保有する者又はその代理人

２名以上とし、その延会における定足数は、その時点において未償還の本社債の額面総額の25％

以上を保有する者又はその代理人２名以上とする。適式に可決された特別決議は、本社債権者

（当該決議が可決された集会に出席していたか否かを問わない。）及びすべての利札の保有者を

拘束する。 

代理契約は、未償還の本社債の額面総額の90％以上を保有する本社債権者により、又は当該本

社債権者を代理して署名された書面による決議は、適式に招集され開催された本社債権者の集会

において可決された特別決議として、あらゆる目的上有効であると規定している。当該書面によ
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る決議は、一通の文書又は同一様式による複数の文書に含めることができ、各文書は、本社債権

者１名以上により、又は当該本社債権者を代理して署名されるものとする。 

本社債が大券又はグローバル証書によって表章され、当該大券が決済機構を代理して保有され

るか、グローバル証書が決済機構の名義人の名において登録されている場合、発行会社は、代理

契約の条項に基づき、未償還の本社債の額面総額の90％以上を保有する者により、又は当該未償

還の本社債の額面総額の90％以上を保有する者を代理して、業務規定及び業務手続に基づき、関

連する決済機構の電子通信システムを通じてなされる電子的同意の方法により与えられる、発行

会社により提案された決議の承認に依拠する権利を有するものとする。 

(b) 代理契約の変更及び修正 

発行会社は、本社債権者の利益を害することがないと合理的に予想される場合に限り、代理契

約を変更すること、あるいは代理契約の違反若しくは違反とされるものに関する権利を放棄し又

はこれを許可すること、又は代理契約に遵守しないことを認める。 

発行会社及び財務代理人は、代理契約の曖昧な点を是正し、又は代理契約中の瑕疵ある条項を

是正、修正若しくは補足する目的で、あるいは発行会社及び財務代理人が互いに必要又は望まし

いとみなす、保有者の利益に悪影響を及ぼすことのない方法により、支払代理人又は保有者の同

意を得ることなく、代理契約を修正することができる。 

(c) 発行会社の代替 

(ⅰ) 発行会社又は本要項(9)に基づき以前に発行会社と交代した会社はいずれも、発行会社

を支配する会社、同社により支配される会社若しくは同社と共同の支配下にある会社

（その設立国を問わない。）と、本社債に関する主たる債務者としての地位を交代し、

又はその支店を通じて本社債に関するその債務を引き受けることができ（かかる会社又

は支店を以下「代替債務者」という。）、本社債権者及び利札の保有者は、ここにあら

かじめ、任意の発行会社又は本要項に基づき以前にかかる発行会社と交代した会社がい

つでもこれを行うことができることに取消不能の形で同意する。ただし、以下を条件と

する。 

(A) 代替債務者及び（代替債務者が発行会社でない場合、）発行会社又は上記の以前に

これと交代した会社が、上記の通り交代の完全な効力を生じさせるために必要な書

類（以下、「本件書類」と総称する。）を作成しており、かつ（上記の一般性を制

限するものではないが、）代替債務者がこれに基づき、あたかも自らが該当する発

行会社又は上記の以前これと交代した会社の代わりに本社債に関する主たる債務者

として本社債及び代理契約に明記されていたかのように、各本社債権者のために、

本要項及び代理契約の条項に完全に拘束されることを約束していること。 

(B) 上記(A)の一般性を損なうものではないが、代替債務者が税務上、オランダ若しく

はオーストラリア以外の地域で設立されたかオランダ若しくはオーストラリア以外

の地域の居住者である場合、又はオランダ若しくはオーストラリア以外の地域内の

支店を通じて本社債に関するその義務を履行している場合、オランダ若しくはオー

ストラリア（又は場合により、以前にこれに取って代わった地域）を、代替債務者

の税務上の設立地域若しくは居住地域あるいは、かかる発行会社が支店を通じて本
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社債に関するその義務を履行する地域に読み替えることにより、各本社債権者が上

記本要項(6)の規定に相当する条件による確約の利益を得られるようにする旨の誓約

及び／又はこれを確実にするために必要なその他の規定が本件書類に含まれている

こと。 

(C) (1)代替債務者及び発行会社（又は上記の以前にこれと交代した会社）が、かかる

交代及び（代替債務者が発行会社でない場合、）代替債務者の義務に関して発行会

社が提供する代替保証（下記に定義される。）に関して、必要な政府及び規制当局

の承認及び同意をすべて得ており、代替債務者が本件書類上の自らの義務を履行す

ることにつき必要な政府及び規制当局の承認及び同意をすべて得ており、かつかか

る承認及び同意がすべて完全に有効であり、かつ(2)代替債務者により引き受けられ

た義務及び（代替債務者が発行会社でない場合、）発行会社が提供する代替保証は

各々、それぞれの条件に従って有効で拘束力を有し、各本社債権者により強制履行

することが可能なものであること、並びに発行会社が支店を通じて本社債に関する

義務を引き受ける場合、本社債は当該発行会社の有効かつ拘束力を有する義務とし

て存続すること。 

(D) 代替保証が、有効かつ拘束力を有するものでなくなった場合、又は発行会社に対し

て強制履行できなくなった場合に債務不履行事由を構成するように本要項(8)が修正

されるとみなされること。 

また、（代替債務者が発行会社でない場合、）本件書類が代替債務者の有効かつ拘束

力を有する債務となった時点で、発行会社は、各本社債権者のために、取消不能かつ無

条件で、当該債務の主たる債務者としての代替債務者が支払うべき一切の支払いを保証

すること（発行会社のかかる保証を「代替保証」といい、代理契約の付属書類９に記載

される保証と実質的に同じ形式で、代替債務者が発行する本社債に準用される。）。 

(ⅱ) 本件書類が代替債務者及び（代替債務者が発行会社でない場合、）発行会社の有効か

つ拘束力を有する債務となった時点で、また下記段落(ⅳ)に従って通知がなされること

を条件として、代替債務者は、発行体である発行会社（又は本規定に基づき以前にこれ

と交代した会社）に代わり、本社債及び利札に主たる債務者として明記されているもの

とみなされ、本社債及び利札は、その時点で交代の効力が発生するように修正されたも

のとみなされる。発行体たる当該発行会社（又は上記の以前にこれと交代した会社）は、

主たる債務者としての地位をその他の会社と交代する場合、本件書類の調印及び下記段

落(ⅳ)において言及される通知により、本社債及び利札に関する主たる債務者として有

するその一切の義務を免除される。 

(ⅲ) 上記段落(ⅰ)において言及されている本件書類は、本社債の未償還残高が存する限り、

また本社債権者及び利札の保有者が本社債又は本件書類に関して、代替債務者又は（代

替債務者が発行会社でない場合、）発行会社に対して行った請求の 終的な裁定、和解

又は取下げがなされていない限り、財務代理人に預託され、財務代理人により保持され

る。代替債務者及び（代替債務者が発行会社でない場合、）発行会社は、各本社債権者
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が有する、任意の本社債及び利札又は本件書類の履行のため本件書類の提出を求める権

利を認める。 

(ⅳ) 代替債務者は、本件書類の調印後15営業日以内に本要項(12)に従い、本社債権者に対

してその旨の通知を行う。 

(ⅴ) 本要項(9)において、「支配」とは、直接的又は間接的に、ある会社（当該会社と関係

のある会社を含む。）の経営及び方針を指揮し、又はこれを指揮せしめる（契約による

か、全体としてその保有者に対して当該会社の取締役の過半数を選任する権利を付与す

る、当該会社の議決権付株式を直接的又は間接的に所有することによるかを問わな

い。）権能を有することをいい、この関係上「議決権付株式」とは、ある会社の資本を

構成する株式のうち、通常の状況においてはその取締役を選任する権利が付いているも

のをいい、「支配している」、「支配されている」及び「共同の支配下にある」の各用

語は上記に従い解釈される。 

 

(10) 本社債及び利札の交換 

本社債及び利札は、その紛失、盗難、損傷、汚損又は毀損の場合、適用ある法令及び証券取引

所規則に従うことを条件として、発行会社がその関係上随時指定し、本社債権者に対してその指

定について通知するところに従い、財務代理人の指定事務所、又は場合によりその他の支払代理

人の指定事務所において、いずれの場合も請求人による手数料及びそれに関して発生した費用の

支払いと引き換えに、証拠、担保及び補償に関する条件（とりわけ、紛失、盗難又は毀損があっ

たとされる本社債及び利札が、後で支払いのため呈示された場合、かかる本社債及び利札に関し

てかかる発行会社が支払うべき金額が、請求があり次第、発行会社に支払われるものとすること

が規定されうる。）に従い、また発行会社がその他要求するところに従い、交換することができ

る。損傷又は汚損された本社債又は利札は、代わり券が発行される前に提出されなければならな

い。 

 

(11) 追加発行 

発行会社は、本社債権者又は利札の保有者の同意を得ずとも、本社債に統合されてこれととも

に単一のシリーズを構成する、（売出価格、発行日、額面金額及び初回の利払日を除き）本社債

と同一の要項を有する社債を随時追加的に組成し、発行することができる。その場合、本要項に

おける「本社債」という語は、それに応じて解釈される。 

 

(12) 通知 

本社債の保有者に対する通知は、ロンドンにおいて一般に流通している日刊新聞紙１紙

（Financial Timesを予定）に掲載されれば有効であるものとする。かかる掲載が実行可能でない

場合、通知は、ヨーロッパにおいて一般に流通している別の主要な英語による日刊新聞紙１紙に

掲載されれば有効であるものとする。かかる通知は、公告掲載日に、又は２回以上若しくは複数

の異なる日に掲載された場合は上記規定による公告の 初の掲載日になされたとみなされる。 
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利札の保有者は、すべての関係上、本要項(12)に従い本社債の保有者に対してなされた通知の

内容について通知を受けているとみなされる。 

本社債が仮大券又は恒久大券によって表章され、当該仮大券又は恒久大券がユーロクリア・バ

ンク・エスエー／エヌブイ、クリアストリーム・バンキング・エスエー又はその他の決済機構を

代理して保有されている場合、本要項(12)第一段落にかかわらず本社債権者に対する通知は、該

当事項を当該決済機構に通知し、当該決済機構から口座所持人に対して伝達することによって行

うことができる。かかる方式によってなされた通知は、当該決済機構に対する通知が到達した日

に本社債権者に通知されたものとみなされる。 

 

(13) 租税 

(ⅰ) オランダにおける課税上の取扱い 

 以下は、一般的な情報提供を目的としており、本社債の保有者に関連し得るオランダ税法のすべ

ての側面について、包括的あるいは完全な記述を意図したものではない。したがって、本社債を保

有する見込みのある者は、本社債の購入、所有及び処分にかかる課税に関し、その税務顧問の助言

を求めるべきである。 

以下の要約は、オランダ租税裁判所により適用及び解釈され、本書の日付時点で公布され、かつ

効力を有するオランダ税法に基づいたものであり、その後の日付に導入され又は施行されたいかな

る修正（遡及効の有無を問わない。）も考慮していない。 

本要項(13)において、「オランダ」とは、ヨーロッパにおけるオランダ王国の部分を意味し、

「オランダ税」とは、オランダ又はその区域若しくはその税務当局により、又はそれらを代理して

課税されるあらゆる性質の税金を意味する。 

下記の源泉徴収のセクションを除き、本要約は下記の本社債権者に係るオランダにおける課税に

ついては言及していない。 

(a) 法人であり、かつアルバ、キュラソー又はシント・マールテンの居住者である本社債権者。 

(b) 本社債及び／又は本社債による利益の実質所有者(uiteindelijk gerechtigde)ではないとされ

る本社債権者。 

 

源泉徴収 

発行会社による本社債に関するすべての支払いは、オランダ税のための若しくはそれらに基づく

いかなる源泉徴収又は控除の対象にもならない。ただし、これは本社債が1969年オランダ法人所得

税法（Wet op de vennootschapsbelasting 1969）第10条第１項d号に規定される発行会社のエクイ

ティとして現実に機能していないことを条件とする。 

 

収入及びキャピタルゲインに対する課税 

(a) オランダの居住者 

本要項(13)の特定のオランダ税に関する記述は、以下の本社債権者のみを対象とする。 

 (ⅰ)オランダの居住者又はみなし居住者である個人（以下「オランダ個人」という。）。 
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 (ⅱ)1969年オランダ法人税法（以下「法人税法」という。）を適用され、法人税法上、オランダの

居住者又はみなし居住者である法人。ただし、以下を除く（以下「オランダ法人」という。）。 

・ オランダ法人税の一部又は全部を免除されている年金基金（pensioenfondsen）又はその

他の法人。 

・ 投資機関（beleggingsinstellingen）。 

 

事業又はその他の活動に従事していない、又は従事していないとみなされるオランダ個人 

一般的に、オランダ個人で、（ⅰ）起業家（ondernemer）として若しくは（起業家及び株主以外

として）エクイティに対する共同権利に基づいて利益を得ている事業又は（ⅱ）当該個人によるそ

の他の活動（resultaat uit overige werkzaamheden）からの利益として課税対象にならない利益を

得ている事業に帰属していない本社債を保有する者は、本社債を貯蓄及び投資による収入に関する

課税制度（inkomen uit sparen en beleggen）であるボックス３に保有している資産として計上しな

ければならない。次に、本社債に関する課税所得は、利回りベースが25,000ユーロの上限

(heffingvrij vermogen)を超過した場合に限り、実際に受領した収益又は実際に実現した利益ではな

く、暦年の始まりにおける保有者の利回りベース（rendementsgrondslag）に対する特定のみなし利

益に基づいて決定される。このような利回りベースは、本社債の保有者が保有する特定の適格資産の

公正市場価格から、暦年の始まりにおける特定の適格負債の公正市場価格を控除した額として決定さ

れている。本社債の公正市場価格は、保有者の利回りベース内の資産として含まれる。保有者の利

回りベースは、異なるみなし利益が適用される３つまでの等級に割り当てられる。１つ目の等級に

は、67％の低利回り部分及び33％の高利回り部分に分割される、75,000ユーロ以下の金額が含まれ

る。２つ目の等級には、21％の低利回り部分及び79％の高利回り部分に分割される75,000ユーロ超、

975,000ユーロ以下の金額が含まれる。３つ目の等級には、そのすべてが高利回りとみなされる、

975,000ユーロ超の金額が含まれる。2017年において、低利回り部分のみなし利益は1.63％であり、

高利回り部分は5.39％である。みなし利益の割合は毎年見直される。保有者の利回りベースに対す

るみなし利益の税率は30％である。 

 

事業又はその他の活動に従事している、又は従事しているとみなされるオランダ個人 

オランダ個人が起業家として若しくは（起業家及び株主以外として）エクイティに対する共同権

利に基づいて利益を得ている事業又はその他の活動（resultaat uit overige werkzaamheden）（通

常の、積極的なポートフォリオ運用（normaal, actief vermogensbeheer）の範囲を超える活動を含

むがこれに限定されない。）に帰属する本社債を保有する場合、当該個人は、当該本社債による、

又はよるとみなされる利益（当該本社債の処分により実現されたキャピタルゲインを含む。）に対

して、一般的に52％を上限とする累進税率の所得税を賦課される。 

 

オランダ法人 

オランダ法人は、本社債による、又はよるとみなされる利益（当該本社債の処分により実現され

たキャピタルゲインを含む。）に対して、一般的に25％を上限とする法定税率の法人税を賦課され

る。 
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(b) オランダの非居住者 

オランダ個人及びオランダ法人以外の本社債権者は、本社債の保有及び処分にかかる収入又はキ

ャピタルゲインに対して、いかなるオランダ税も賦課されない。ただし、以下の場合を除く。 

・ 当該本社債権者が、全部又は一部がオランダ国内の恒久的施設（vaste inrichting）又は常駐

代表（vaste vertegenwoordiger）を通じて遂行されており、かつ本社債が帰属している事業

から、個人の本社債権者である場合に起業家として又は（起業家及び株主以外として）エクイ

ティに対する共同権利に基づいて利益を得ている場合。 

・ 当該本社債権者が、個人であり、オランダにおいて本社債に関して遂行された、2001年個人所

得税法によって定義されるところのその他の活動（resultaat uit overige werkzaamheden）

（通常の、積極的なポートフォリオ運用（normaal, actief vermogensbeheer）の範囲を超え

る活動を含むがこれに限定されない。）による利益を得ている場合。 

・ 当該本社債権者が、事業経営拠点をオランダに有する事業に対して、有価証券の保有以外の方

法により企業の利益の分配を受ける権利を有しており、本社債が当該事業に帰属している場合。 

 

贈与税又は相続税 

関連する条項上、オランダの居住者又はみなし居住者でない本社債権者による贈与又は当該本社

債権者の死亡に伴う本社債の譲渡又はみなし譲渡に対しては、オランダにおいていかなる贈与税又

は相続税も発生しない。ただし、以下を条件とする。 

(ⅰ) 当該譲渡が、本社債の贈与時又はその死亡時において、関連する条項上、オランダの居住者

又はみなし居住者であった本社債権者による、又は当該本社債権者のために為された相続若

しくは遺産贈与又は贈与として解釈されないこと、並びに 

(ⅱ) 当該本社債の贈与時にはオランダの居住者又はみなし居住者ではなかった個人の当該本社債

権者により本社債が贈与された場合、当該個人の本社債権者が、当該贈与日から180日以内

に、オランダの居住者又はみなし居住者として死亡していないこと。 

 

特定の条件を満たした場合にのみ本社債が贈与される場合は、当該本社債権者が（ⅰ）オランダ

の居住者又はみなし居住者ではなく、かつ（ⅱ）当該条件が満たされた日から180日以内にオランダ

の居住者又はみなし居住者とならなかったときは、贈与税は発生しない。 

 

オランダの贈与税及び相続税の目的上、オランダ国籍を有する個人は、贈与日又は死亡日前の直

近10年間のいかなる時点でもオランダに居住していた場合は、オランダの居住者とみなされる。オ

ランダ贈与税の目的上、国籍にかかわらずいかなる個人も、贈与日前の直近12ヶ月間のいかなる時

点でもオランダに居住していた場合は、オランダの居住者とみなされる。 

 

その他の税金 

本社債権者は、本社債の発行、取得又は譲渡のみを理由とする取引高税又はその他類似の税金若

しくは公租（印紙税及び訴訟費用を含む。）などのその他のいかなるオランダ税の賦課も受けない。 

 



 - 18 -

居住 

本社債権者は、当社の業績、又は当該本社債権者による本社債の（発行若しくは譲渡による）取

得、保有及び／又は処分のみを理由として税務上オランダの居住者若しくはみなし居住者になるこ

とはなく、オランダ税の賦課を受けることはない。 

 

(ⅱ) オーストラリアにおける課税上の取扱い 

以下の記載は、2017年５月10日現在オーストラリアにおいて施行されている規定に基づく一般的

な事項である。これらの記載は本社債の実質的な保有者である者の状況に関連したものである。こ

れらの記載は網羅的ではなく、特に一定の種類の本社債権者（オーストラリア居住者又は    

オーストラリア国内の恒久的施設において、若しくは同国内の恒久的施設を通じて事業を行うこと

に関連して本社債を保有するオーストラリア非居住者である本社債権者に代わって本社債を保有す

るカストディアン及びその他の第三者を含むがこれらに限らない。）の状況については取り扱って

いない。本社債権者は自身の個別具体的な状況における本社債の取得、保有又は処分に関するオー

ストラリアの課税上の取扱いについて自身で専門家に相談すべきである。 

 

源泉税 

以下に述べる一定の免除の適用があることを条件として、オーストラリア国内の恒久的施設にお

いて、若しくは同国内の恒久的施設を通じて事業を行うことに関連して本社債を保有するものでは

ないオーストラリア非居住者である本社債権者に対してラボバンクオーストラリア支店が支払う利

息は、通常はオーストラリアの1936年所得税査定法（1997年所得税査定法と併せて、以下「オース

トラリア税法」と総称する。）第３章第11A節に基づく利息源泉徴収税（利息の総額の10％で計算さ

れる）の対象となる。非居住者については利息源泉徴収税によって課税が完結する。そのため、こ

れらの非居住者である本社債権者は、単に本社債の利息を受領することのみを理由としてオースト

ラリアにおいて確定申告書の提出を求められることはない。 

以下に述べる一定の免除の適用があることを条件として、利息源泉徴収税はオーストラリア国外

の恒久的施設において、若しくは同国外の恒久的施設を通じて事業を行うことに関連して本社債を

保有するオーストラリア居住者である本社債権者に対して支払われる利息に対しても適用される。

利息源泉徴収税が適用される利息又は利息源泉徴収税が免除される利息（下記参照）は、オースト

ラリアの課税所得を決定するにあたり、当該本社債権者の課税対象収入に含める必要がない可能性

がある。 

オーストラリアの利息源泉徴収税の免除は、オーストラリア税法第128F条の要件を遵守する場合、

ラボバンクオーストラリア支店が発行し、オーストラリア国内の恒久的施設において、若しくは同

国内の恒久的施設を通じて事業を行う際に利息（用語の意味はオーストラリア税法第128A条(1AB)項

による。）を稼得するものではないオーストラリア非居住者又はオーストラリア国外の恒久的施設

において、若しくは同国外の恒久的施設を通じて事業を行う際に利息を稼得するオーストラリア居

住者に対して利息が支払われる本社債に関して適用される。 

オーストラリア税法第128F条に基づき、「公募基準」を満たし（詳細は下記参照）、かつラボバ

ンクオーストラリア支店が下記のいずれかに該当する場合、利息（又は利息の性質を有するもの）

に対するオーストラリアの利息源泉徴収税が免除される。 
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(a)本社債が発行され利息が支払われる時点においてオーストラリア居住者である会社である 

(b)本社債が発行され利息が支払われる時点においてオーストラリア国内の恒久的施設において、

若しくは同国内の恒久的施設を通じて事業を行う際に本社債を発行し利息を支払う、居住者で

はない会社 

 

本書の提出日現在、ラボバンクオーストラリア支店は、上記(b)の意味において、オーストラリア

国内の恒久的施設において、若しくは同国内の恒久的施設を通じて事業を行う、オーストラリアの

居住者ではない会社である。 

 

平たく言えば、概要以下に述べる例外の適用を条件として、本社債が次に記載する募集の結果発

行されるものである場合には公募基準が満たされる。 

(a)10名以上の者に対する勧誘であり、 

 (i)勧誘の相手方が金融市場において業務を営むに際し、融資、投資又は有価証券の売買を業と

して行う者であり、かつ 

 (ii)本(a)の対象となる他の者のいずれかの関係者（オーストラリア税法第128F条(9)項に定義

される。）であることを発行会社が知らないか又はこれを疑っていないもの、 

(b)100名以上の者に対する勧誘であり、これらの者が過去に本社債と類似する商品を取得したこ

とがあるか又は本社債と類似する商品を取得することに関心を有している可能性があると   

発行会社が考えることに合理性があるもの、 

(c)ラボバンクオーストラリア支店がディーラー、幹事会社又は引受会社との間で本社債の販売に

関する契約で、ラボバンクオーストラリア支店が本社債を証券取引所に上場することを目指す

ことが要求されているものを締結している場合であって、本社債の証券取引所への上場が承認

された結果行われる勧誘、 

(d)電磁的方式又は金融市場において本社債と類似する商品を売買するために用いられるその他の

方式によって公に開始されている交渉の結果行われる勧誘、又は 

(e)ラボバンクオーストラリア支店との間の契約に基づき上記の(a)から(d)のいずれかの方法によ

り30日以内に本社債の売付けのための勧誘を行うディーラー、幹事会社又は引受会社に対する

本社債の販売に関連した勧誘。 

 

大券の発行に関しては、当該大券がオーストラリア税法第128F条(10)項に規定する「グローバ

ル・ボンド(global bond)」の定義を満たす場合にも「公募基準」が満たされる。平たく言えば、こ

れは次の要件が満たされる場合である。 

(a)当該大券において、当該大券そのものが「グローバル・ボンド」又は「グローバル・ノート」

として記載されていること 

(b)当該大券が決済機関（オーストラリア税法第128F条(9)項に定義される）又は１社以上の決済

機関の受託者、代理人若しくはその他１社以上の決済機関のために行為する者に対して発行さ

れること 
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(c)当該大券の発行に関し、決済機関が当該大券に係る権利を他の者に授与し、かかる権利の存在

を記録すること 

(d)当該大券の発行の前に、ラボバンクオーストラリア支店又は当該大券の販売に関してディーラ

ーがラボバンクオーストラリア支店を代理して当該発行の結果かかる権利を発生させることが

できることを公表すること 

(e)当該公表がオーストラリア税法第128F条(3)項(a)ないし(e)に定める方法のいずれかによって

行われること（これらの条項において「社債又は債券に対する持分」とあるのは上記(d)に規

定する権利と、「会社」とあるのはディーラーを含むものとそれぞれ読み替える。） 

(f)当該大券の要項上、当該大券に対する持分は、特定の状況にあるか否かを問わず、ラボバンク

オーストラリア支店が発行する他の社債（それ自体は大券でないもの）と交換するために引渡

すことができること 

 

発行時において以下の(a)、(b)及び(c)のすべてを発行会社が知っているか又はこれを疑うべき合

理的な理由がある場合、いかなる本社債についても公募基準は満たされない。 

(a)本社債又は本社債に対する持分が直接又は間接的に発行会社の関係者（オーストラリア税法第

128F条(9)項に定義される）によって取得されているか、又は後に取得される予定であること 

(b)以下の(i)又は(ii)のいずれかの事項  

 (i)当該関係者がオーストラリア非居住者であり、本社債又は本社債に対する持分がオーストラ

リア国内の恒久的施設において、若しくは同国内の恒久的施設を通じて事業を行うに際して当

該関係者によって取得されているものではなく、かつ後に取得される予定でもないこと 

 (ii)当該関係者がオーストラリア居住者であり、本社債又は本社債に対する持分がオーストラ

リア国外の恒久的施設において、若しくは同国外の恒久的施設を通じて事業を行うに際して当

該関係者によって取得されているか、又は後に取得される予定であること 

(c)本社債又は本社債に対する持分が本社債の販売に関連してディーラー、幹事会社若しくは引受

会社の地位において、又は決済機関、カストディアン、ファンド・マネージャー若しくは登録

スキームの責任者（オーストラリア2001年会社法に定義される）の地位において当該関係者に

よって取得されているものではなく、かつ後に取得される予定でもないこと 

 

また、利息（又は利息の性質を有するもの）の支払時において以下の(a)、(b)及び(c)のすべてを

発行会社が知っているか又はこれを疑うべき合理的な理由がある場合、ラボバンクオーストラリア

支店による本社債の保有者に対する当該利息の支払いについてオーストラリア税法第128F条の免除

は適用されない。 

 

(a)当該保有者が発行会社の関係者（オーストラリア税法第128F条(9)項に定義される）であるこ

と 

(b)以下の(i)又は(ii)のいずれかの事項  

 (i)当該関係者がオーストラリア非居住者であり、当該支払いがオーストラリア国内の恒久的施

設において、若しくは同国内の恒久的施設を通じて事業を行うに際して当該関係者によって取

得された本社債について受領されるものではないこと 
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 (ii)当該関係者がオーストラリア居住者であり、当該支払いがオーストラリア国外の恒久的施

設において、若しくは同国外の恒久的施設を通じて事業を行うに際して当該関係者によって取

得された本社債について受領されるものであること 

(c)当該関係者が決済機関、支払代理人、カストディアン、ファンド・マネージャー又は登録スキ

ームの責任者（オーストラリア2001年会社法に定義される）の地位において当該支払いを受領

するものではないこと 

 

オーストラリア税法第128F条において、「関係者」には、(i)（単独で、又は他の者と共同で）発

行会社の議決権付株式の50％超を保有し又はその他の方法により発行会社に十分な影響力を及ぼす

個人又は法人、(ii)（単独で、又は他の者と共同で）発行会社により議決権付株式の50％超が保有

され又はその他の方法により発行会社により十分な影響力を受ける個人又は法人、(iii)発行会社が

信託により（直接又は間接を問わず）便益を享受することができる場合の、当該信託の受託者、及

び(iv)上記のいずれかに基づいて、発行会社の「関係者」である個人又は法人の「関係者」に該当

するその他の個人又は法人が含まれる。 

 

一定の状況において、ラボバンクオーストラリア支店がオーストラリア税務局に保有者の氏名及

び住所を開示しない場合には、1971年所得税（無記名社債）法に基づき、無記名式の社債の利息の

支払いについて、オーストラリア税法第126条は47％（現在のところ、2017年７月１日以降は45％に

軽減される予定である）の税率による一種の源泉税を課している。オーストラリア税法第126条(e)

における社債の保有者とは当該社債を所持している個人又は法人であって、ラボバンクオーストラ

リア支店が利息の支払いを行う相手方であるというのがオーストラリア税務局の見解である。無記

名式の社債に基づき支払うべき利息がオーストラリア税法第11A節に基づく利息源泉税の対象となる

場合又はオーストラリア税法第128F条に基づき利息に対する利息源泉税が免除される場合（当該免

除が、オーストラリア国内の恒久的施設において、若しくは同国内の恒久的施設を通じて事業を営

んでいないオーストラリア非居住者に適用される限度において）、オーストラリア税法第126条は適

用されない。したがって、オーストラリア税法第126条は、無記名社債を所持している個人又は法人

であって、オーストラリア居住者又はオーストラリア国内の恒久的施設において、若しくは同国内

の恒久的施設を通じて事業を営むオーストラリア非居住者である者に対してのみ適用される。関連

する本社債に対する持分がユーロクリア・バンク・エスエー／エヌブイ及び／又はクリアストリー

ム・バンキング・エスエーを通じて保有されている場合、ラボバンクオーストラリア支店はオース

トラリア税法第126条の適用上はこれらの決済機関の運営者を関連する本社債の保有者と扱う予定で

ある。 

 

漏れがないように述べると、オーストラリア税法第128F条の公募基準が満たされない場合であっ

ても、オーストラリアと他の多数の国（以下、それぞれ「特定締約国」という。）との間の租税条

約に基づき、一定の本社債権者（以下に記載する）には依然として利息源泉税の免除が適用される

可能性がある。 
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 当該免除は、オーストラリアにおいて発生した利息の支払いについて、特定締約国の居住者であ

って、かつ以下のいずれかに該当する者に適用される。 

(a)当該国の政府並びに政府組織及び政府機関 

(b)一定の金融機関（銀行又はその他の企業）であって、実質的にその利益を資金の調達及び提供

に関する事業を営むことによって稼得している者 

 

 各租税条約には、バック・ツー・バック・ローン及びこれと経済的に同等の取決めに関する免除

を無効とする租税回避防止条項が含まれている。 

 オーストラリア連邦財務省は該当する国、租税条約の状態及び源泉税率の上限を記載したオース

トラリアの租税条約の一覧をウェブサイトに掲載している。 

 ただし、上記の免除は、（現時点で予想している）オーストラリア税法第128F条の公募基準が満

たされる場合には関係がないことを付言しておく。 

 ラボバンクオーストラリア支店がオーストラリア連邦若しくは課税権を有する税務当局により、

又はこれらの者を代理して課され若しくは徴収される現在若しくは将来の公租公課（性質を問わな

い。）に関して法律により源泉徴収又は控除を行うことが強制される場合には、本要項に記載され

た場合を除き、かかる源泉徴収又は控除がないとした場合に本社債について支払うべきであった金

額が関連する本社債権者に支払われるよう、追加金額の支払いを行う。 

 また、1953年課税管理法（以下「課税管理法」という。）は、概ね、オーストラリアにおいて事

業を営む事業者は、適切な免除が適用される場合を除き、オーストラリア非居住者に対して行う一

定の支払い（規則に記載される）について源泉徴収を行わなければならないという別の種類の源泉

徴収（外国居住者源泉徴収）を要求している。外国居住者源泉徴収は、オーストラリア税法第３章

第11A節にいうところの利息の支払いには適用されない。さらに、本社債の元本の返済は外国居住者

の課税対象収入に合理的に関連するものと考えるべきではないため、かかる返済に影響を及ぼす規

則が作成されることはないと予想される。 

 

その他の課税事項 

 ラボバンクオーストラリア支店は、オーストラリア法の顧問から現行のオーストラリア法に基づ

き、以下の点につき助言を受けている。 

 

(a)上記のオーストラリア税法第128F条の特定の要件を遵守することを条件として、元本及び利息

（用語の意味はオーストラリア税法第128A条(1AB)項による。）の次の(i)から(iii)のすべて

を満たす本社債の保有者に対する支払いはオーストラリアの所得税法の対象とはならない。 

 (i)オーストラリア非居住者であること 

 (ii)課税年度中、オーストラリア国内の恒久的施設において、若しくは同国内の恒久的施設を

通じて事業を行っていないこと 

 (iii)本社債の発行時及びその後の支払日において、（決済機関、カストディアン、ファンド・

マネージャー又は（前述の）登録スキームの責任者の地位において当該支払いを受領する関係

者（オーストラリア税法第128F条(9)項に定義される）以外の）発行会社の関係者でないか、
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又は当該保有者がかかる関係者である場合には、当該時点において発行会社がそのことを知ら

ず、かつこれを疑うべき合理的な理由がないこと 

 

(b)オーストラリア非居住者であって、課税年度中、オーストラリア国内の恒久的施設において、

若しくは同国内の恒久的施設を通じて事業を行っていない本社債の保有者は、 

 (i)本社債の売却又は償還により当該年度中に実現した利益についてオーストラリアの所得税を

課されない。ただし、当該利益がオーストラリアに源泉を有さず、かつ本社債が、いかなる時

点においても、オーストラリア国内の恒久的施設において、若しくは同国内の恒久的施設を通

じて事業を行うに際して使用されていない場合に限る。オーストラリア非居住者である本社債

の保有者が他のオーストラリア非居住者に本社債を売却したことにより発生した利益について

は、本社債がオーストラリア国外で売却され、かつすべての交渉と文書作成がオーストラリア

国外で行われる場合には、所得の源泉がオーストラリアにあるとはみなされない。 

 (ii)本社債の売却又は償還により当該年度中に実現した利益についてオーストラリアのキャピ

タルゲイン税を課されない。 

 

(c)本社債はオーストラリア又はその代行機関よって死亡、遺産又は相続にかかる賦課の対象とさ

れない。 

 

(d)本社債の発行又は譲渡に関して、オーストラリアにおいていかなる従価印紙税、発行税又は類

似の税金も課されない。ただし、以下のすべてを満たす場合に限る。 

 (i)オーストラリアにおいて発行される本社債が中核的な管理統制をニューサウスウェールズに

置くラボバンクオーストラリア支店によってのみ発行される。 

 (ii)本社債の登録簿をニューサウスウェールズにおいてラボバンクオーストラリア支店が管理

する。 

 (iii)本社債がニューサウスウェールズにおいて組成される。 

 

(e)本社債の発行又は譲渡及び本社債の元本又は利息の支払いにつきオーストラリアの消費税の納

税義務はない。 

 

(f)オーストラリア居住者及びオーストラリア国内の恒久的施設を通じて事業を行うに際して本社

債を保有するオーストラリア非居住者である本社債権者に対する本社債の課税上の取扱いは、

オーストラリア税法第230節（金融取決めに対する課税）が本社債権者に適用されるか否かに

より異なる。 

 (i) オーストラリア税法第230節が適用される場合、同節は、金融取決め（本社債を含む。）に

関連して生じる所得（利息及び本社債の処分又は償還による利益を含む。）について認識すべ

き金額及びその時期並びに控除（本社債の処分又は償還による損失を含む。）につき利用可能

な多数の方法（発生主義、実現主義、財務報告への依拠、公正価値、外貨再換算及びヘッジを

含む。）を規定している。また、同節は、金融取決めに関する利益又は損失を収益勘定におい

て生じたものとして分類することにより、一般的には資本と収益の区分を廃止している。 
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 (ii) オーストラリア税法第230節が適用されない場合、本社債権者は依然として通常の所得課

税の原則に基づいて利息又は本社債に関して稼得したその他の利益を課税対象収入に算入する

必要がある。 

 

本社債の要項次第では、かかる本社債権者は本社債の売却若しくは償還による利益をオース

トラリア国内の課税対象収入に算入することが要求され、又は本社債の売却若しくは償還によ

る損失を控除することが認められることがある。 

 

(g)ラボバンクオーストラリア支店が発行する本社債の、オーストラリア居住者又はオーストラリ

ア国内の恒久的施設に関連して本社債を保有するオーストラリア非居住者である本社債権者に

対する利息の支払いは、当該利息の受領者が納税者番号(tax file number)、（一定の状況に

おいては）オーストラリア事業番号又はその他の関連する免除の証拠を引用しない場合、オー

ストラリア税法第5A章及び課税管理法スケジュール１の第12-140条に基づき源泉徴収の対象と

なる可能性がある。かかる税金は、当該時点における適用税率により源泉徴収される。本書の

日付時点における税率は49％であるが、現時点では、2017年７月１日以降は47％に軽減される

予定である。 

 

(h)本社債に関する支払いは、課税管理法スケジュール１の第12-190条に従って課されるオースト

ラリアの源泉徴収税を課されることなく行うことができる。 

 

(i)1997年所得税査定法第974節には、（すべての法人に関する）債務及び（会社に関する）株式

に関して、利息源泉税を含むオーストラリアの税法上の性質決定テストが含まれている。1997

年所得税査定法第974節に規定されている当該ルールの詳細な考慮事項及び1936年所得税査定

法第820節に規定されている過小資本税制は本要約の範囲を超える。 

 

(j)オーストラリア税務局長は、オーストラリア税法第255条又は課税管理法スケジュール１の第

260-5条に基づき、発行会社に対して、発行会社が他の者（負債証券の保有者を含む。）に対

して支払うべき金額から、当該受領者が支払うべきオーストラリアの税金に関する額を控除す

ることを要求する内容の通知又は指示を発することがある。 

 

オーストラリア税法第255条は、オーストラリア税務局長に対し、オーストラリア非居住者に

帰属する金銭を受領し、支配し又は処分する（当該非居住者に対して当該金銭に係る債務を負

っていることを理由とする場合を含む。）者（法人を含む。）に対し、当該非居住者が次のい

ずれかに該当する場合には、当該非居住者につき納期が到来し、当該非居住者が納付すべき税

金であって未納付となっているものを源泉徴収し、当該非居住者に代わってオーストラリア税

務局長に送金するよう要求することを認めている。 

 (i)オーストラリアに源泉を有する利息又はキャピタルゲインの性質を有する利益を稼得してい

る。 
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 (ii)オーストラリアに源泉を有する利息又はキャピタルゲインの性質を有する利益を稼得して

いる会社の株主、社債権者又は預金者である。 

 

課税管理法スケジュール１の第260-5条は、オーストラリア税務局長に対し、未払いの租税関

連債務、審決に係る債務又はオーストラリア税務局長に納付すべき制裁金を有する他の法人に

対して債務を負っている法人に対し、源泉徴収を行い、当該他の法人に代わってオーストラリ

ア税務局長に送金するよう要求することを認めている。法人は、以下のいずれかに該当する場

合、他の法人に対して金銭債務を負っているとみなされる。 

 (i)当該他の法人に対する当該金銭債務の弁済期が到来し又は徒過している 

 (ii)当該他の法人のために、又は当該他の法人の計算で金銭を保有している 

 (iii)当該他の法人に対する支払のため、第三者の法人のために、又は当該第三者の法人の計算

で金銭を保有している  

 (iv)第三者の法人から当該他の法人に対して金銭を支払う権限を有する 

 

(ⅲ) 日本国の租税 

以下は本社債に関する日本国の租税上の取扱いの概略を述べたにすぎず、本社債に投資しようと

する投資家は、各投資家の状況に応じて、本社債に投資することによるリスクや本社債に投資する

ことが適当か否かについて各自の会計・税務顧問に相談することが望ましい。 

本社債に投資した場合の日本国における課税上の取扱いは、現在以下のとおりである。 

本社債の利息は、現行法令の定めるところにより、一般に利子として課税される。日本国の居住

者及び内国法人が支払いを受ける本社債の利息は、所得税法第11条に定める公共法人等、租税特別

措置法第８条第１項及び第２項に定める金融機関及び金融商品取引業者等並びに同条第３項に規定

する一定の場合の資本金１億円以上の内国法人を除いて源泉所得税（日本国の居住者の場合は国税

と地方税、内国法人の場合は国税のみの源泉所得税）が課される。日本国の居住者においては、当

該源泉所得税の徴収により課税関係が終了する源泉分離課税と確定申告書の提出による20.315％

（15％の所得税、復興特別所得税（所得税額の2.1％）及び５％の地方税の合計）の税率による申告

分離課税のいずれかを選択することができる。内国法人においては、当該利息は課税所得に含めら

れ法人税及び地方税の課税対象となり、また一定の公共法人等及び金融機関等を除き、現行法令上

15.315％（15％の所得税及び復興特別所得税（所得税額の2.1％）の合計）の源泉所得税が課される。

ただし、申告分離課税を選択した居住者及び当該内国法人は上記源泉所得税額を、一定の制限のも

とで、居住者の場合は所得税及び地方税、内国法人の場合は法人税の額から控除することができる。 

本社債の償還額が本社債の取得価額を超える場合の償還差益は、日本国の居住者の場合は、

20.315％（15％の所得税、復興特別所得税（所得税額の2.1％）及び５％の地方税の合計）の税率に

よる申告分離課税の対象となり、申告分離課税の対象となる他の上場株式等（特定公社債を含

む。）の譲渡損失と損益通算することができる。内国法人の場合は、当該償還差益は課税所得に含

められ法人税及び地方税の課税対象となる。 

本社債の償還額が本社債の取得価額を下回る場合の償還差損は、日本国の居住者の場合は、申告

分離課税の対象となる他の上場株式等（特定公社債を含む。）の譲渡益等並びに利子所得及び配当
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所得と損益通算することができる。損益通算により控除しきれなかった損失は、一定の制限のもと

で、３年間の繰越控除が可能である。内国法人の場合は、当該償還差損は損金の額として法人税及

び地方税の課税所得の計算に算入される。 

本社債の譲渡による譲渡益については、日本国の居住者の場合は、国税と地方税の税率による申

告分離課税の対象となり、申告分離課税の対象となる他の上場株式等（特定公社債を含む。）の譲

渡損失と損益通算することができる。内国法人の場合は、当該譲渡益は課税所得として法人税及び

地方税の課税対象となる。 

本社債の譲渡による譲渡損については、日本国の居住者の場合は、申告分離課税の対象となる他

の上場株式等（特定公社債を含む。）の譲渡益等並びに利子所得及び配当所得と損益通算すること

ができる。損益通算により控除しきれなかった損失は、一定の制限のもとで、３年間の繰越控除が

可能である。内国法人の場合は、当該譲渡損は損金の額として法人税及び地方税の課税所得の計算

に算入される。 

 

(14) 準拠法及び裁判管轄 

(a) 準拠法 

本社債及び利札並びに本社債及び利札に基づく又は関する契約上以外のすべての義務は、オラ

ンダ法に準拠し、これに従って解釈される。 

(b) 裁判管轄 

本社債又は利札に起因して、又はこれに関して生じた紛争の解決については、オランダ国アム

ステルダムの管轄裁判所及びニューヨーク市マンハッタン行政区に所在する合衆国連邦裁判所及

びニューヨーク州裁判所が非専属的管轄権を有し、したがって、本社債又は利札に起因又は関連

する訴訟又は法的手続（以下「手続」という。）は、かかる裁判所に提起することができる。か

かる裁判所への提訴は、本社債又は利札の各保有者の利益のためになされ、そのいずれかが他の

管轄裁判所に手続を提起する権利に影響を及ぼさない。 

 

第３【第三者割当の場合の特記事項】 

 

該当事項なし 
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第二部 【公開買付けに関する情報】 

該当事項なし 

 

第三部 【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 自 平成28年１月１日 平成29年５月12日 

(2016年度) 至 平成28年12月31日 関東財務局長に提出 

 

２ 【四半期報告書又は半期報告書】 

該当事項なし 

 

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】 

訂正報告書（上記有価証券報告書の訂正報告書）を平成 29 年６月７日に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（その後の訂正を含みます。）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（その後の訂正を含みます。）の提出日以降、本発行

登録追補書類の提出日（平成29年６月９日）までの間において変更その他の事由はありません。 

 

 また、当該有価証券報告書（その後の訂正を含みます。）には将来に関する事項が記載されています

が、本発行登録追補書類の提出日現在においてもその判断に変更はありません。 

 

第３ 【参照書類を縦覧に供している場所】 

 

 該当事項なし 

 

第四部 【保証会社等の情報】 

該当事項なし 
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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 : コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アー（ラボバンク） 

（旧会社名：コーペラティブ・セントラル・ライファイゼン・ 

ボエレンリーンバンク・ビー・エー(ラボバンク)） 

(Coöperatieve Rabobank U.A. (Rabobank)) 

（旧会社名：COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BOERENLEENBANK 

B.A. (Rabobank)) 
（2016 年１月１日付で会社名を変更。） 

代表者の氏名および役職 : 長期資金調達部長（日本） K. タナカ 

(K. Tanaka, Head of Long Term Funding - Japan) 

 

1. コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アー（ラボバンク）（「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. 当社が本邦において発行登録書の提出日（平成 28 年４月７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は 100 億円以上である。 

 

（参考） 

（平成 27 年５月 15 日の募集） 

券面総額または振替社債の総額 ： 1,165 億円 
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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．事業の内容 

 

ラボバンク・グループ 

 

ラボバンク・グループは、協同組合の原則を基本に運営されている、国際金融サービス提供者であ

る。ラボバンク・グループは発行会社およびその子会社により構成されている。ラボバンク・グルー

プは40カ国で事業を展開している。当グループの事業には、国内リテール・バンキング、ホールセー

ル・バンキングおよび国際リテール・バンキング、リース事業ならびに不動産事業が含まれている。

当グループは世界中で約8.7百万の顧客にサービスを提供している。当グループは、オランダにおいて

はオランダ市場におけるラボバンク・グループの地位を維持することに重点を置き、国際的には食

品・農業分野に重点を置いている。ラボバンクの協同組合型構造により、ラボバンク・グループのグ

ループ事業体間には、強い結び付きがある。 

ラボバンク・グループの協同組合事業の中核は、地方ラボバンクにより構成されている。顧客はラ

ボバンク・ウー・アー（ラボバンク）の加盟者になることができる。2016年12月31日現在、475店舗の

支店および2,141台の現金自動支払機を有する地方ラボバンクは、オランダ国内で緻密な銀行ネットワ

ークを形成している。地方ラボバンクは、オランダ国内において約6.5百万の個人顧客および約

800,000の法人顧客に対し、総合的な金融サービスを提供している。 

コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アー（ラボバンク）は、オランダ国内外の複数の専門的な子

会社の持株会社である。現在は、ラボバンクとして知られ、内部では「ホールセール・ルーラル・ア

ンド・リテール」と呼ばれるラボバンク・インターナショナルは、ラボバンク・グループのホールセ

ール銀行および国際リテール銀行である。 

 

意義ある協同組合 

 

目標および構想 

当行の目標 ラボバンクは、オランダ国内の福祉と繁栄および世界に持続的な食糧を提供するこ

とに大きく貢献したい。 

当行の構想 ラボバンクは、オランダでは顧客志向の協同組合銀行の、世界では食品・農業のリ

ーダーになる。 

 

ラボバンクは、サービスを提供する顧客を通じて、オランダ国内の福祉および繁栄ならびに世界の

人々に持続的に食糧を提供することに貢献したい。これが、当行の協同組合としての歴史および農業

のルーツから生じる目標である。かかる目標によって、当行は意味ある協同組合であり続け、当行の

顧客、加盟者、従業員および社会のために長期的に成功することが可能となる。従って、当行の構想

は、最も顧客志向な銀行になり、世界の食品・農業セクターのリーダーになることである。 

 

バンキング・フォー・ザ・ネザーランドおよびバンキング・フォー・フードにおいて概説される構

想は、当行の焦点を確定し、顧客を重視する協同組合となる意味についての共通認識を提供する。一
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体となった持続可能な成功という持続可能な戦略で述べられているとおり、持続可能性は、この２つ

の構想の重要な構成要素である。 

 

バンキング・フォー・ザ・ネザーランド 

ラボバンクは、ラボバンクの顧客や加盟者と強い繋がりを感じており、その結果、オランダの将来

とも強い繋がりを感じている。当行の顧客が順調であれば、当行の業績も上がる。協同組合銀行とし

て、当行は、オランダがこれから数年の間に直面する課題に対し、的を絞って貢献することによって

自身を差別化できる。このように、当行はオランダ国内の持続可能な福祉および繁栄に貢献する。バ

ンキング・フォー・ザ・ネザーランドにより、当行は、３つの視点からオランダを強化したいと考え

ている： 

1. 流動性、活力、食品・農業、原材料、水および住宅、起業家精神の促進および持続可能な革新

の支援といった成長テーマに焦点を当てることによって、オランダの収益力を改善 

2. 顧客が自信を持って金融選択をとれるよう、オランダの家庭にとっての最善の人生のコースを

サポート 

3. コーペラティブの配当の利用および当行の地方への参加に関する計画を通じて地域社会の生活

環境を強化。当行の地方での存在感によって、当行は、重要な地方問題に対応することができ

る。 

 

バンキング・フォー・フード 

ラボバンクは、食品・農業セクターにおいて世界的なリーダーである。ラボバンクの農業における

ルーツがかかる地位の獲得に貢献し、当行は、グローバルな食品・農業セクターに対し重大かつ継続

的に貢献し続ける。当行は、顧客重視を調整し、チェーン・アプローチを統合し、知識を解放し、内

部協力を改善し、革新的な機会を創出することによって当行の商業的な効率性を向上させている。当

行は、バンキング・フォー・フードによって、食品にかかる広範囲な問題に関する国民的な議論にお

いて重要な役割を担うことを望んでいる。当行はまた、生産者と消費者、農家と一般市民を結びつけ

たいと考えている。ラボバンクはオランダにおいて農業セクターの市場リーダーであるため、バンキ

ング・フォー・ザ・ネザーランドおよびバンキング・フォー・フードは密接に関連し合っている。主

導的かつ国際的なオランダの食品・農業セクターにおける当行の知識およびネットワークは、ラボバ

ンクのルーツである。 

 

一体となった持続可能な成功 

当行は、上述の、２本の戦略的支柱（バンキング・フォー・ザ・ネザーランドおよびバンキング・

フォー・フード）に焦点を当てることによって、成功を収めることのできる意義ある協同組合として

のラボバンクを構築するために、顧客およびビジネス・パートナーとともに取組みを行っている。こ

れらの支柱の重要な特徴の一つが、2020年年度までの持続可能な発展に対する貢献に関する当行の望

みを記載した「一体となった持続可能な成功（Sustainably Successful Together）（SST）」プログ

ラムである。かかるプログラムは、５つのテーマに焦点を当て、2020年度までの14の主要業績評価指

数（KPI）を指定する。かかるグループ全体の持続可能な目標は、地域社会の活力を向上させ、持続可
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能な農業および食糧供給を促進し、法人顧客の事業の持続可能性を向上させるために法人顧客と協力

し、および個人顧客に対し最良の金融アドバイスだけでなく持続可能な発展への積極的な貢献を提供

している。最後に、持続可能な発展に対する当行のコミットメントは、持続可能性を顧客サービスの

重要要素と考えるプロの従業員によってもたらされるものである。 

 

当行は、14のKPIを用いて、持続可能性にかかる望みの実現に向けた進捗の程度を測っており、その

結果は年次報告書、図表、公表物および定期開催されるミーティングといった様々な媒体を通じて株

主に共有される。当行は株主との対話を行い、結果的に目標を調整する場合もある。2020年度までに、

当行は独立した格付機関によって、世界で営業する最も持続可能な総合銀行の１つとしてランク付け

されることを望んでいる。 

 

進捗 

当行は、今年度のSSTの実施につき意義ある進展を遂げ、2020年までの、持続可能な発展への貢献の

ために設定した目標について測定した進捗に満足している。全てのKPIにつき測定を導入し、その質を

改善し、および／または目標自体の実現に向け進歩した。 

 

当行は、当行の利害関係者の期待に沿って、当行の活動について完全に統合され意義ある方法で報

告を行うことを目標としている。これには、金融および非金融の目標、活動および業績の管理および

報告のさらなる統合が必要となる。従って、当行は、来年、バンキング・フォー・フード、バンキン

グ・フォー・ザ・ネザーランドおよびSSTの管理および報告をさらに統合する。 

 

データ収集の質もさらに改善する必要がある。これを実現させるためのソフトウェアが開発されて

いる。２つの戦略的支柱のための管理サイクルとの統合はこの目標のために強化される。これには、

既存の経営情報システムおよびプロセスのさらなる統合が必要になる。かかる活動は本年度中に開始

され、来年導入されるまで継続する。さらには、当行は、過去２年間以上に亘ってKPIを実施する中で

用いた実務経験を利用して、SSTのKPIの表現をより明確にする。当行は、かかる活動により、設定さ

れた目標をより速く実現することならびに目標の進捗の測定および報告をより速く行うことが可能に

なると予測している。 

 

戦略 

2016年に当行は、当行がどのように目標を達成したいかを表わす、戦略的枠組み2016-2020を実施し

始めた。本戦略は、当行の将来の成功を保護するために、顧客サービスの改善およびラボバンク全体

にわたる金融業績の基礎的な改善の実現によりしっかりと焦点を合わせる。当行は、2020年の目標を

達成するため、３つの主要な目的に焦点を当てている。 

 

1.優れた顧客重視 

当行は、オランダ国内で最も顧客重視の銀行になることを目指しており、オランダ国外でも顧客満

足度を急増させることを望んでいる。当行は、この点において当行の強みおよび独自性があると考え
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る。当行は、仕事のやり方、文化、姿勢および行動の観点から、今後数年間根本的に変化していく。

こうすることによって、当行は、顧客ニーズの変化、不安定な経済環境、社会の期待および規制当局

の要件の厳格化に対応していく。当行は、基本サービスに優れていることおよび重要な時に常に顧客

に寄り添い、金融上の橋渡し役としての役割を果たすことによってオランダ国内では最も顧客重視の

銀行になり、国際的には食品・農業部門で最も顧客重視の銀行になることを望んでいる。 

 

2.バランスシートの柔軟性の向上および縮小 

今後数年において、当行は、バーゼルⅢおよびMRELの改正案の実施など、規制環境がさらに厳しく

なると予想する。当行の堅実な銀行としての地位を維持するため、当行のバランスシートをより柔軟

にすることが必要である。当行は、とりわけ、貸付ポートフォリオの一部を外部に売却し、縮小され

たバランスシートの合計に見合った流動性バッファを維持することによってバランスシートの最適化

を達成することを望んでいる。当行は、保留中のバーセル規制に関する進行中の展開を注視している。

その最終的な内容が、2020年度に向けた当行のその他の財務目標の変更を伴わない、必要なバランス

シートの縮小範囲を最終的に決定する。 

 

3.業績の改善 

当行の堅実な銀行としての地位を維持するためには、業績の改善も実現しなければならない。当行

の2020年までの目標は、2014年と比べ、２十億ユーロの総利益（税引き前）改善（当行のバランスシ

ートにおける縮小の影響を除く。）である。これは、当行の中央組織、地方ラボバンクおよび国際組

織内の改善によって実現される。かかる改善は、効率性の増加および新しい働き方を通じて、収益の

増加および費用の低下の影響を受けるはずである。この水準の利益改善が達成されれば、収益に対す

る費用の比率は2020年に約53-54％に改善し、少なくとも８％の投資利益率（ROIC）を達成できる。 

 

促進要因 

戦略は、ラボバンクの大変革を要求している。当行が直面する課題に鑑み、また、実施および実現

を促進するため、当行は、同時に、変革を実現および強化する３つの促進要因を特定する。 

 

1.革新性の強化 

革新性は、優れた顧客重視および堅実な銀行の構築の両方にとって必要不可欠である。革新によっ

て当行自身のサービスを改善し、市場での機会に迅速に対応できるようになる。さらには、革新は、

顧客が直面する戦略的な課題についてサポートを提供するために必要不可欠である。 

 

2.従業員の強化 

戦略的な目標を達成するには、個人開発および研修、多様性のある労働力ならびに優れた学びの企

業風土に常に重点を置きながら、専門性および起業家精神を受け入れる組織への変革が必要になる。 

 

3.より良い協同組合組織をつくる 

新しいガバナンス体制は、戦略を実施するに当たり当行が経験しなければならない変革に貢献する。
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新しいガバナンスによって、将来、柔軟に対応でき、地域に根付いた最大限の起業家精神に重点を置

く組織の形成が可能になる。 

 

戦略の実施 

戦略的枠組み2016-2020は、当行の組織構造、働き方および顧客にサービスを提供する方法に影響を

及ぼす、広範な変化イニシアチブを含む、グループ全体に及ぶ変革プロセスを開始した。ライン組織

における多数のイニシアチブに加え、複数の大きな戦略的プロジェクトも実施されている。戦略的な

実施課題は、顧客重視の徹底、堅実な銀行、意義ある協同組合および従業員の強化といった４つの支

柱に沿って策定された。変革プロセスはダイナミックであり、変化する状況に応じて調整可能である。 

 

戦略的目標のタイムリーかつ首尾一貫した実施を確保するには、変革の調整に向けた統合されたプ

ロセスが必要不可欠である。本プロセスは2016年に開始され、今後何年間も継続する。戦略の実施は、

執行委員会、監督委員会および監督者に対して頻繁に報告する、業績および戦略的イニシアチブの中

央監督および調整オフィスによって促進される。具体的な活動に変換された目標、KPIおよび明確に割

り当てられた責任に基づき、執行委員会のメンバーがそれぞれの分野においてショート・サイクル・

ステアリングできるよう、複数の手順が設定された。かかるアプローチによって、変化プロセスにお

いてライン組織がリードし続けることが可能になる。 



 - 35 -

２．主要な経営指標等の推移 

主要データ 2016 2015* 2014 2013 2012 

取引高 
(単位：百万ユーロ) 

     

資産合計 662,593 678,827 681,086 669,095 750,710 

民間セクター向け貸付ポートフォリオ 424,551 433,927 429,731 434,691 458,091 

顧客預り金 347,712 345,884 326,288 326,222 334,271 

       
財政状態および支払能力 
(単位：百万ユーロ) 

     

資本 40,524 41,197 38,871 38,534 42,080 

Tier 1資本 37,079 35,052 33,874 35,092 38,358 

普通株等Tier 1資本１ 29,618 28,754 28,714 28,551 29,253 

総（適格）資本 52,873 49,455 45,139 41,650 42,321 

リスク加重資産 211,226 213,092 211,870 210,829 222,847 

       
損益項目 
(単位：百万ユーロ) 

     

収益合計 12,805 13,014 12,889 13,072 13,607 

営業費用合計 8,594 8,145 8,055 9,760 9,003 

賦課金 483 344 488 197 196 

のれんの減損損失および関連会社に対する投資 700 623 32 42 (9) 

貸倒引当金繰入 310 1,033 2,633 2,643 2,350 

法人税等 694 655 (161) 88 158 

継続事業から生じた当期純利益 2,024 2,214 1,842 342 1,909 

非継続事業から生じた当期純利益 0 0 0 1,665 149 

当期純利益 2,024 2,214 1,842 2,007 2,058 

       

比率      

総自己資本比率 （BIS比率）２ 25.0％ 23.2％ 21.3％ 19.8％ 19.0％ 

Tier 1資本比率 17.6％ 16.4％ 16.0％ 16.6％ 17.2％ 

普通株等Tier 1資本比率 14.0％ 13.5％ 13.6％ 13.5％ 13.1％ 

完全適用普通株等Tier 1資本比率 13.5％ 12.0％ 11.8％ 11.1％ - 

自己資本比率３ 15.0％ 14.7％ 14.4％ 16.1％ 15.3％ 

レバレッジ比率４ 5.5％ 5.1％ 4.9％ 4.8％ 4.7％ 

預貸率５ 1.22 1.25 1.32 1.35 1.39 

Tier 1資本収益率６ 5.8％ 6.5％ 5.2％ 5.2％ 5.4％ 

収益に対する費用の比率（賦課金を除く）７ 67.1％ 62.6％ 62.5％ 74.7％ 66.2％ 

収益に対する費用の比率（賦課金を含む）８ 70.9％ 65.2％ 66.3％ 76.2％ 67.6％ 
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純利益増加率９ (8.6％) 20.2％ (8.2％) (2.5％) (21.7％) 

総資産利益率10 0.30％ 0.33％ 0.28％ 0.27％ 0.28％ 

       

事業所等      

支店 475 506 547 656 826 

加盟者（単位：千人） 1,927 1,945 1,959 1,947 1,918 

モバイル・バンキング・デバイス利用者数（単
位：千人）11 

3,079 2,469 2,271 1,784 1,086 

ネット支払いおよび貯蓄性預金の使用率12 99.7％ 99.8％ 98.9％ - - 

モバイル・バンキングの使用率12 99.7％ 99.8％ 99.0％ - - 

海外事業所 382 403 440 769 759 

       

市場シェア（オランダ国内）      

住宅ローン 21％ 20％ 22％ 26％ 31％ 

貯蓄性預金 34％ 35％ 36％ 38％ 39％ 

商業・工業・サービス業（TIS） 41％ 42％ 39％ 44％ 43％ 

食品・農業 84％ 84％ 85％ 85％ 85％ 

人事データ      

従業員数 
（国内および国外の常勤換算従業員） 

45,567 52,013 53,982 62,904 65,709 

人件費（単位：百万ユーロ） 4,521 4,786 5,086 5,322 5,325 

従業員活力スコア 66％ 64％ 63％ 67％ 65％ 

長期欠勤率 3.6％ 3.7％ 3.7％ 3.5％ 3.6％ 

       

1  ハイブリッド資本証券を除くTier 1資本。 

2  適格資本をリスク加重資産で除したもの。 

3  利益剰余金およびラボバンク証書とリスク加重資産との比率。 

4  2011年６月のバーゼルIIIの文書において定義されているとおり、Tier 1資本を資産合計によって除することに

より算出される。 

5  顧客預り金に対する民間セクター向け貸付ポートフォリオの比率。 

6  前会計年度12月31日時点のTier 1資本と当期純利益との比率。 

7  賦課金を除いた営業費用合計と収益合計の比率。 

8  賦課金を含む営業費用合計と収益合計の比率。 

9  当期純利益を前期純利益によって除した値。 

10 当期純利益を前期資産合計によって除した値。 

11 少なくとも３ヶ月に１回ログインする利用者。 

12 12ヶ月にわたり算出された平均使用率。 

 

*  前期の数値は、会計原則および表示方法の変更に伴い調整されている。さらに、期首自己資本残高を調整した

ため、2015年12月31日に終了した年度に係るグループの数値は一部修正再表示されている。詳細については、

ラボバンク・グループの2016年12月31日に終了した年度の監査済み連結財務諸表に関する注記2.1「その他の会

計原則および表示方法の変更」を参照のこと。 
 




