


 
 
 
 

～本債券のリスク等について～ 
 

■ 本債券の元利金は豪ドルで支払われますので、外国為替相場の変動により円で換算した

場合の支払額がその影響を受けます。また、これにより、円換算した償還価額または売

却価額が投資元本を割り込むことがあります。 
■ 本債券の利息および償還金の支払は発行者（デンマーク地方金融公庫）の義務となって

おります。発行者の財務状況の悪化等により発行者が本債券の利息または償還金を支払

わず、または支払うことができない場合には、投資家は損失を被りまたは投資元本を割

り込むことがあります。 
■ 償還前の本債券の価格は、金利の変動、発行者の経営・財務状況の変化および発行者に

関する外部評価の変化（例えば格付会社による格付の変更）等により上下しますので、

償還前に売却する場合には投資元本を割り込むことがあります。 
■ 流動性や市場性が乏しいものについては、償還前の売却が困難であり、このことが売却

価格に悪影響を及ぼすおそれがあります。 
■ 将来において、本債券に関して税制が変更される可能性があります。 
■ 本債券に投資しようとする投資家は、本債券への投資を判断するにあたって、必要に応

じ、法務、税務、会計等の専門家の助言を得るべきであり、本債券の投資に伴うリスク

に堪え得る投資家のみが本債券に対する投資を行うべきです。 

 

～本債券の投資の参考情報について～ 
 

■ 本債券の価格情報および格付の状況等につきましては、売出人または売出取扱人までお

問い合わせください。 

 
 



 

 

【表紙】  

【発行登録追補書類番号】 20－外債26－10 

【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22年４月15日 

【発行者の名称】 デンマーク地方金融公庫 

 (KommuneKredit) 

【代表者の役職氏名】 Søren Høgenhaven 

( 高経営責任者兼マネジング・ディレクター) 

 Johnny Munk 

(マネジング・ディレクター) 
 

【代理人の氏名又は名称】 弁 護 士  黒  丸  博  善 

【住所】 東京都千代田区永田町二丁目13番10号 

プルデンシャルタワー 

東京青山・青木・狛法律事務所 

ベーカー＆マッケンジー外国法事務弁護士事務所 
(外国法共同事業) 

【電話番号】 (03)5157-2700 

【事務連絡者氏名】 弁 護 士  黒  丸  博  善 

【住所】 東京都千代田区永田町二丁目13番10号 

プルデンシャルタワー 

東京青山・青木・狛法律事務所 

ベーカー＆マッケンジー外国法事務弁護士事務所 

(外国法共同事業) 

【電話番号】 (03)5157-2700 

 

【今回の売出金額】 
 

4,205 万 5,000 豪ドル（37億 4,037 万 1,700 円） 

(注) 日本円金額は、便宜上、豪ドル金額から１豪ドル＝88.94 円の為替レート（2010 年４月９日の株式会社三

菱東京ＵＦＪ銀行により公表された対顧客電信直物売相場）で換算されている。 

 



 

【発行登録書の内容】 

提出日 平成 20 年７月 24 日 

効力発生日 平成 20 年８月１日 

有効期限 平成 22 年７月 31 日 

発行登録番号 20－外債 26 

発行予定額 2,000 億円 

 

 

【これまでの売出実績】 

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 

20－外債 26－１ 平成 21 年１月 22 日
(注 1)

1,440,720,000 円

20－外債 26－２ 平成 21 年２月 19 日
(注 2)

1,289,330,000 円

20－外債 26－３ 平成 21 年３月 16 日
(注 3)

1,244,250,000 円

20－外債 26－４ 平成 21 年４月 10 日
(注 4)

1,622,397,500 円

20－外債 26－５ 平成 21 年５月 14 日
(注 5)

1,551,686,000 円

20－外債 26－６ 平成 21 年６月９日 
(注 6)

3,926,904,800 円

20－外債 26－７ 平成 21 年７月 22 日
(注 7)

298,792,000 円

20－外債 26－８ 平成 22 年２月 12 日
(注 8)

3,247,213,500 円

20－外債 26－９ 平成 22 年３月 11 日
(注 9)

1,448,442,500 円

該当なし 

実績合計額 16,069,736,300 円
減額総額 0 円

【残額】 

（発行予定額－実績合計額－減額総額） 183,930,263,700円 

 

(注 1) 日本円金額は、当該債券の売出金額１億 3,800 万南アフリカランドを１南アフリカランド＝10.44 円の

為替レート（当該債券の受渡期日である 2009 年１月 30 日の株式会社三菱東京 UFJ 銀行により公表さ

れた対顧客電信直物売相場）で換算したものである。 

(注 2) 日本円金額は、当該債券の売出金額１億 1,300 万南アフリカランドを１南アフリカランド＝11.41 円の

為替レート（当該債券の受渡期日である 2009 年２月 27 日の株式会社三菱東京 UFJ 銀行により公表さ

れた対顧客電信直物売相場）で換算したものである。 

(注 3) 日本円金額は、当該債券の売出金額１億 500 万南アフリカランドを１南アフリカランド＝11.85 円の為

替レート（当該債券の受渡期日である 2009 年３月 25 日の株式会社三菱東京 UFJ 銀行により公表され

た対顧客電信直物売相場）で換算したものである。 

(注 4) 日本円金額は、当該債券の売出金額 2,825 万ニュージーランドドルを１ニュージーランドドル＝57.43

円の為替レート（当該債券の受渡期日である 2009 年４月 30 日の株式会社三菱東京 UFJ 銀行により公

表された対顧客電信直物売相場）で換算したものである。 



 

(注 5) 日本円金額は、当該債券の売出金額 2,540 万ニュージーランドドルを１ニュージーランドドル＝61.09

円の為替レート（当該債券の受渡期日である 2009 年５月 27 日の株式会社三菱東京 UFJ 銀行により公

表された対顧客電信直物売相場）で換算したものである。 

(注 6) 日本円金額は、当該債券の売出金額 6,188 万ニュージーランドドルを１ニュージーランドドル＝63.46

円の為替レート（当該債券の受渡期日である 2009 年６月 25 日の株式会社三菱東京 UFJ 銀行により公

表された対顧客電信直物売相場）で換算したものである。 

(注 7) 日本円金額は、当該債券の売出金額 2,210 万南アフリカランドを１南アフリカランド＝13.52 円の為替

レート（当該債券の受渡期日である 2009 年７月 30 日の株式会社三菱東京 UFJ 銀行により公表された

対顧客電信直物売相場）で換算したものである。 

(注 8) 日本円金額は、当該債券の売出金額 39,475,000 豪ドルを１豪ドル＝82.26 円の為替レート（当該債券

の受渡期日である 2010 年３月２日の株式会社三菱東京 UFJ 銀行により公表された対顧客電信直物売相

場）で換算したものである。 

(注 9) 日本円金額は、当該債券の売出金額 16,745,000 豪ドルを１豪ドル＝86.50 円の為替レート（当該債券

の受渡期日である 2010 年３月 30 日の株式会社三菱東京 UFJ 銀行により公表された対顧客電信直物売

相場）で換算したものである。 

 

 

 

【縦覧に供する場所】 該当なし 
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第一部 【証券情報】 

 

第１ 【募集債券に関する基本事項】 

 

該当事項なし 

 

 

第２ 【売出債券に関する基本事項】 

 

１【売出要項】 
 

売 出 人 

会 社 名 住   所 

東海東京証券株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目 7番 1号 

 

売出債券の名称 
デンマーク地方金融公庫 2013 年４月 18 日満期 
豪ドル建債券 
（以下「本債券」という。） 

記名・無記名の別 無記名式 

券面総額 4,205 万 5,000 豪ドル（注 1） 

各債券の金額 
1,000 豪ドル（各本債券の額面金額） 
（注 2） 

売出価格 額面金額の 100.00％ 

売出価格の総額 4,205 万 5,000 豪ドル（注 1） 

利率 額面金額に対して年 5.23％ 

償還期限 2013 年４月 18 日（ロンドン時間） 

売出期間 2010 年４月 19 日から 2010 年４月 30 日まで 

受渡期日 2010 年５月７日（日本時間） 

申込取扱場所 
売出人および売出取扱人（以下に定義される。）の本店、
日本国内の各支店および出張所ならびに下記記載の金融機関
および金融商品仲介業者の営業所または事務所（注 3） 

 

（注 1） ユーロ市場で募集される本債券の額面総額は日本における売出券面総額と同額である。 

（注 2） 各本債券の計算基礎額は額面金額に等しい。 

（注 3） 売出人は、下記の金融商品取引業者（以下「売出取扱人」という。）に本債券の売出しの取扱いを一部委託してい

る。 

 

 

売出取扱人  

名称： 宇都宮証券株式会社 

所在地： 栃木県宇都宮市池上町４番４号 
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名称： ワイエム証券株式会社 

所在地： 山口県下関市豊前田町三丁目３番１号 

  

名称： 浜銀ＴＴ証券株式会社 

所在地： 神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目 1番 1号 

  

 

売出人および売出取扱人は、金融商品取引法（その後の改正を含む。）第 33 条の２に基づく登録を受けた銀行等の

金融機関および金融商品仲介業者に、本債券の売出しの取扱業務の一部を行うことを委託することがある。 

本債券の購入申込み、その購入およびそのための払込みはすべて、各申込人が、売出人または売出取扱人との間に

開設した外国証券取引口座を通じ、外国証券取引口座約款の規定に従ってなされる。かかる外国証券取引口座を開設

していない申込人は、売出人または売出取扱人においてかかる口座を開設する必要がある。 

 売出人または売出取扱人との間に開設した外国証券取引口座を通じて本債券を取得する場合、同約款の規定に従い、

包括債券および確定債券の券面の交付は行われない。なお、本債券の券面については、下記「11．その他－(2)包括債

券」を参照のこと。 

（注 4） 本債券は、発行者のユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログラム（以下「本プログラム」という。）および

本債券に関するファイナル・タームズに基づき、2010 年５月６日に発行される。本債券はいかなる金融商品取引所に

も上場されない。 

（注 5） 本債券は、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。）に基づき登録されておらず、

今後登録される予定もない。証券法に基づくレギュレーションＳに従っている場合または証券法上登録義務を免除さ

れている一定の取引において行われる場合を除き、合衆国内において、または米国人に対しもしくは米国人のために、

本債券の売付けの申込み、買付けの申込みの勧誘または売付け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。 

 本債券は、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おいて行われる場合

を除き、合衆国もしくはその領土において、または合衆国人に対し、本債券の売付けの申込み、買付けの申込みの勧

誘、売付けまたは交付を行ってはならない。本段落の用語は、合衆国内国歳入法および同法に基づく規則により定義

された意味を有する。 

 

売出しの委託契約の内容 

該当なし 

 

債券の管理会社 

  該当なし 

 

 本債券の代理人 
 

本債券の代理人（以下「本債券の代理人」という。） 

名   称 所  在  地 

シティバンク・エヌ・エー、ロンドン支店 

（Citibank, N.A., London Branch） 

ロンドン E14 5LB、カナリー・ワーフ、カナダ・スク

エア、シティグループ・センター 

（ Citigroup Centre, Canada Square, Canary 
Wharf, London E14 5LB） 

 

振替機関・登録機関 

  該当なし 

 



- 3 - 

財務上の特約 

① 本債券の地位 

本債券および利札は、発行者の直接、無条件および一般的な債務であり、その間において優

先権のない同順位とし、また、これに類する性質の保証およびその他の債務を含む、発行者の

その他一切の非担保債務と同等以上とする（ただし、破産もしくは清算の場合に債権者の権利

一般に影響を及ぼす法律が、当該その他の非担保債務のいずれかに優先権を付与する場合はこ

の限りでない。）。 

② 担保提供制限 

いずれかの本債券または利札が残存している（本プログラムのための代理契約において定義

される。）限り、発行者は、当該債務（以下に定義する。）、または当該債務の保証もしくは

これに関する補償を担保するために現在または将来の発行者の事業、資産または歳入の全部ま

たは一部に、抵当権、負担、質権、先取特権、その他の形式の負担もしくは担保権（以下「担

保権」という。）を設定もしくは存続させず、また、発行者は、その他のいかなる者も発行者

の当該債務を保証し、もしくはこれにつき補償を与えないことを確保する。ただし、同時にも

しくはこれに先立ち、本債券および利札に基づく発行者の債務が、(i)当該債務と同等の順位お

よび比率をもって担保されるか、（場合により）当該債務と実質的に同一の条件で保証もしく

は補償による利益を享受するか、または(ii)本債券の債権者（以下「本債権者」という。）の

特別決議（本プログラムのための代理契約において定義される。）により承認されるその他の

担保、保証、補償もしくはその他の取決めの利益を享受する場合はこの限りでない。本項は、

発行者が(i)発行者が買入れた資産の買入代金債務の全部または一部を担保するため当該買入資

産に対する、(ii)金融業務の通常の過程で負担する、または(iii)法律および／または政府当局、

デンマークの中央銀行もしくはその他の公的機関の要求事項により課せられる担保権を設定し、

または存続させることを妨げないものとする。ただし、当該担保権により担保される借入（も

しあれば）が当該債務でない場合に限る。 

前段落において、「当該債務」とは、証券取引市場、店頭市場もしくはその他の有価証券市

場においてそのときにおいて相場がたち、上場されもしくは通常取引されているか、または相

場がたち、上場されもしくは通常取引されることができるボンド、ノート、ディベンチャー、

ローン・ストックもしくはその他の有価証券の形式の、またはこれらにより表章される現在も

しくは将来の一切の債務をいう。 

③ その他の事項 

該当事項なし。 

ただし、債務不履行に基づく期限の利益喪失については、「11．その他－(1)債務不履行事

由」を参照。 

 

取得格付 

本債券が発行される発行者のユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログラムに関し、2009

年６月 15 日にスタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービシズによる AAA の格付

を、また 2009 年７月１日にムーディーズ・インベスターズ・サービス・リミテッドによる Aaa の
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格付を取得した。 

ただし、本債券について個別に格付は取得されない。 

 

２【利息支払の方法】 

各本債券の利息は、上記「１．売出要項 － 利率」に記載の利率により、2010 年５月６日（同日

を含む。）からこれを付し、かかる利息は 2013 年４月 18 日まで毎年４月 18 日および 10 月 18 日

（以下各々を「利払日」という。）に６か月分を後払するものとし、各利払日におけるその金額は

各本債券につき 26.15 豪ドルとする。ただし、初回の利息は、2010 年 10 月 18 日に、2010 年５月

６日（同日を含む。）から 2010 年 10 月 18 日（同日を含まない。）までの期間について各本債券

につき 23.54 豪ドルを支払う。利払日（または 2010 年５月６日）（同日を含む。）から次の（ま

たは 初の）利払日（同日を含まない。）までの期間を、以下「利息期間」という。本債券に係る

利息（および元金）の支払は、「４．元利金支払場所」記載の合衆国外の支払場所において、関連

する利札（または元金の場合には本債券）の呈示および引渡しと引換えに即時換金可能な豪ドルで

シドニー所在の銀行の豪ドル口座への貸記もしくは振込によりまたは上記銀行宛の豪ドル建小切手

の振出しにより行われる。支払は、上記全ての場合につき、支払場所における適用ある財務または

その他の法令に従う。 

包括債券により表章される元金および利息（もしあれば）の支払は、（下記の定めに従い）上記

において定められた方法、およびその他当該包括債券において定められる方法により、合衆国外の

支払代理人の指定事務所における当該包括債券の呈示または（場合により）引渡しと引換えに行わ

れる。当該包括債券につき行われた各支払の記録は、元金の支払および利息の支払を区別して、そ

の支払のため当該包括債券の呈示を受けた支払代理人により当該包括債券上に行われ、かかる記録

は当該支払が行われたことの一応の証拠となるものとする。 

当該包括債券の所持人は、当該包括債券により表章される本債券に関する支払を受領することが

できる唯一の者であるものとし、発行者は当該包括債券の所持人に対するもしくはその指図人に対

する支払により、その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・ルクセンブルグの記録簿に本債券の一定の額面金額の所持人として記載されている者はそれぞ

れ発行者が上記のとおり当該包括債券の所持人に対してもしくはその指図人に対して行った各支払

の自己の受取分については、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（場

合による。）に対してのみ請求することができる。当該包括債券の所持人以外、いかなる者も当該

包括債券につきなされるべきいかなる支払いについても発行者に対していかなる請求権も有しない

ものとする。 

各本債券の利息は、償還期日以降はこれを付さない。ただし、正当な呈示がなされたにもかかわ

らず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はない。 

本債券の元金および利息に関する金額の支払日が営業日でない場合、本債権者または（場合によ

り）利札の所持人（以下「利札所持人」という。）は、その直後の営業日まで、支払を受ける権利

はない。ただし、これにより支払日が翌暦月に入る場合はこの限りではなく、この場合かかる日は

直前の営業日に繰上げられるものとする。発行者も支払代理人もかかる支払の繰下げまたは繰上げ

について、本債権者および利札所持人またはその他の者に対しいかなる利息その他の支払も、また
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控除も行うべき責任を負わないものとする。本書において、「営業日」とは、欧州自動即時グロス

決 済 システ ム （ Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer 

(TARGET2) System）が稼動している日で、かつ、ロンドン、シドニーおよび東京ならびに当該呈示

地において商業銀行および外国為替市場が支払いの決済を行い、かつ一般の営業のために開いてい

る日を意味する。 

１年未満の期間に関する各本債券の利息の金額の算定については、各利息期間につき、各本債券

の額面金額に上記「１．売出要項 － 利率」に記載の利率を適用し、以下の日割計算率を乗じて得

られる金額とする。 

 

[360×(Y2－Y1)]＋[30×(M2－M1)]＋(D2－D1) 
日割計算率 ＝ 

360 

 

上記の算式において、 

「Y1」とは、利息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、利息期間に含まれる 終日の翌日が属する年を数字で表したものをいう。 

「M1」とは、利息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、利息期間に含まれる 終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、利息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、利息期間に含まれる 終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。 

 

３【償還の方法】 

(1) 終償還 

本債券が期限前に以下に規定される償還または買入消却がされていない限り、各本債券は、

2013 年４月 18 日にその額面金額で償還される。 

(2) 税制上の理由による償還 

(i)本債券の発行日以降に効力を有することとなるデンマーク王国もしくはその行政区画また

はそれらのもしくはそれらの域内の課税権限を有する機関の法令の変更もしくは改正、または

当該法令の適用もしくは公権的解釈の変更を理由として、発行者が「8．課税上の取扱い－(1)

デンマークの租税」に定義されまたは言及された追加額の支払いを要することとなり、かつ

(ii)当該義務が発行者にとって利用可能な合理的手段をとってもそれを避けることのできない

場合、発行者はその選択により、「10．公告の方法」の規定に従って本債権者に対し 30 日以上

60 日以内の通知（当該通知は取消不能）を行うことにより、本債券の全額（一部は不可）を随

時（償還期日までの経過利息とともに）額面金額で償還することができる。ただし、本項の償

還通知は、本債券に関する支払期日が到来しているとすれば当該追加額を支払う義務が発生す

る も早い日から 90 日前の日より前には行ってはならないものとする。本(2)項に基づく償還

通知を公告する場合、発行者は事前に、当該償還を行う権利があることおよび発行者がそのよ
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うな償還を行う権利を生じさせた前提条件を充足している旨を述べた発行者の２人の理事によ

って署名された証明書、ならびに発行者は、当該変更もしくは改正により追加額の支払義務を

負っているもしくは負うこととなる旨の一般に認められた地位にある独立の法律顧問の意見書

を本債券の代理人に交付するものとする。 

(3) 買入消却 

発行者またはその子法人（もしあれば）のいずれかは、公開市場またはその他を通じて随時

本シリーズの本債券を買入れ、その他取得することができる。このように買入その他取得した

本債券は保有もしくは再売却することができ、または、発行者の裁量により、本債券の代理人

に対し（これに付されたもしくはこれとともに買入れた期限未到来のすべての利札を添えて）

消却のため引渡すことができる。買入が入札により行われる場合は、入札は本シリーズの本債

券の全所持人が同様に利用することができるようにしなければならない。 

償還されたすべての本債券、ならびに上記により買入れ、その他取得された、および消却の

ために本債券の代理人に引渡されたすべての本債券は（確定債券の場合は、これとともに呈示

された期限未到来のすべての利札とともに）消却されるものとし、その後は、再発行されまた

は再売却することができない。 

(4) 各本債券（または、本債券の一部のみの償還の場合は、当該本債券の当該一部のみ）の利息

は償還期日以降はこれを付さない。ただし、正当な呈示がなされたにもかかわらず元金の支払

が不当に留保または拒絶された場合はこの限りではなく、その場合、(a)当該本債券につきその

日までに支払うべき全額が当該本債券の所持人またはその代理人により受領される日、および

(b)本債券の代理人が当該所持人に対して（「10.公告の方法」に従い、または個別に）当該本

債券につきその日までに支払うべき全額を受領した旨通知する日、のうちいずれか早い日まで

の期間につき（判決の前後を問わず）、上記「２．利息支払の方法」に記載される利率で経過

利息を支払う。 

元金の支払いについては、上記「２．利息支払の方法」を参照。 

 

４【元利金支払場所】 

本債券の支払代理人および本債券の元利金の支払がなされる支払代理人の事務所は、以下のとお

りである。 

支払代理人 

 
名 称 

  
シティバンク・エヌ・エー、ロンドン支店（主支払代理人） 
（Citibank, N.A., London Branch) 
 

所在地  ロンドン E14 5LB、カナリー・ワーフ、カナダ・スクエア、シティグループ・センター
(Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB) 
 

名 称  デクシア・バンク・アンテルナショナル・ア・ルクセンブルグ 
（Dexia Banque Internationale à Luxembourg) 
 

所在地  L-2953 ルクセンブルグ、ルート・デシュ 69 
(69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg) 

 

発行者は、欧州理事会指令 2003/48/EC、または当該指令を実施もしくは遵守する法律または同
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指令に一致させるために導入される法律に基づき租税を源泉徴収もしくは控除すべき義務を負わな

い欧州連合加盟国内における支払代理人を維持するようにするものとする。 

 

５【担保又は保証に関する事項】 

本債券および利札には、担保または第三者による保証は付されていない。 

発行者の構成員は、発行者の締結したすべての確定契約について連帯責任を負う。構成員である

地方自治体は、発行者に対するその債務が決済され、発行者の定款に定めるところによってその構

成員の連帯責任が消滅したときにのみ、その構成員としての地位を失う。 

 

６【支払代理人及び代理人の職務】 

本プログラムの代理契約に基づき行為する場合、支払代理人は、発行者の代理人としてのみ行動

し、本債権者または利札所持人に対して何らの義務を負わずまた本債権者または利札所持人と代理

関係もしくは信託関係をもたない。ただし、（本債券を返済し、その利息を支払うべき発行者の本

債権者および利札所持人に対する義務に影響を及ぼすことなく）本債券の代理人が本債券につき支

払うべき金額の支払いのため受領した資金は、本債権者および利札所持人のため、本債券の代理人

により「11. その他－(5)時効」に基づき当該時効期間が経過するまで保管されるものとする。代

理契約は、一定の状況のもとでの支払代理人のための補償および免責の規定を含み、また、支払代

理人のいずれかが本債権者または利札所持人に対して結果として得られた利益について説明する義

務を負うことなく、発行者およびその子法人もしくは関連会社のいずれかとの間で業務取引を行う

権利を付与している。 

 

７【債権者集会に関する事項】 

本プログラムのための代理契約は、特別決議による本債券の要項の修正を含む本債券の所持人の

利益に影響を及ぼす事項を審議するため、本債券の所持人の集会を招集するための規定を置いてい

る。特別決議として提案された決議を審議するために招集される集会の定足数は、そのときに未償

還残存する本債券の額面金額の過半数を保有もしくは代表する者 1 名または 2 名以上とし、延会の

定足数はその保有もしくは代表する額面金額のいかんを問わず本債権者であるかもしくは本債権者

を代表する者 1 名または 2 名以上とする。ただし、とりわけ、(i)本債券の満期日または（場合に

より）その償還月の変更、または満期時その他のときに支払われるべき額面金額の減額もしくは消

却または満期時その他のときに支払われるべき額面金額の計算方法の変更、(ii)本債券の利息につ

き支払われる金額の減額もしくはその支払日の変更、または本債券の利率の計算方法の変更、

(iii)本債券および／またはこれに付された利札に基づき支払がなされる通貨の変更、(iv)特別決

議を採択するために必要な多数の変更、または(v)この例外に関する代理契約の規定の変更を議事

とする集会においては、特別決議を採択するために必要な定足数は、そのときに未償還残存する本

債券の額面金額の 4 分の 3 以上、その延会においてはその過半数を保有もしくは代表する者 1 名ま

たは 2 名以上とする。本債権者集会において適法に採択された特別決議は、（当該集会への出席の

有無を問わず）すべての本債権者、および当該本債券に関するすべての利札所持人を拘束するもの

とする。 
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本債券の代理人は、本債券または利札の所持人の承諾を得ることなく、形式的、軽微もしくは技

術的な性質のものであるか、または明白な過誤を訂正するため行われる代理契約の規定の修正に同

意することができる。かかる修正はすべての本債権者および利札所持人を拘束するものとし、本債

券の代理人の請求あるときは、かかる修正は、その後できるだけ速やかに「10. 公告の方法」に

従い本債権者に対して通知されるものとする。 

 

８【課税上の取扱い】 

(1) デンマークの租税 

本債券および利札に関する発行者による元金および／または利息の支払いは、すべてデンマ

ーク王国もしくはその行政区画またはそれらのもしくはそれらの域内の課税権限を有する機関

によりもしくはこれに代わって賦課もしくは徴収されるいかなる性質の現在または将来の公租、

公課、賦課金のための源泉徴収もしくは控除をすることなく行われるものとする。ただし、か

かる源泉徴収もしくは控除が法律上要求される場合はこの限りでない。発行者もしくはこれに

代わって行為する者が法律により、かかる源泉徴収もしくは控除を行う必要がある場合、発行

者は、（かかる源泉徴収もしくは控除後において）本債券または利札の所持人が（かかる源泉

徴収もしくは控除がなければ）自己の本債券および利札につき発行者より受けることができた

であろう金額を受領する結果となるよう追加金額を支払うものとする。ただし、かかる追加金

額は、 

 (ⅰ) デンマーク王国において支払のため呈示された、および／または 

 (ⅱ) 当該本債券もしくは利札を単に所持もしくは所有していること以外にデンマーク王国と

一定の関係を有するため、当該本債券もしくは利札につき当該公租、公課、課徴金を課せ

られる者もしくはこれに代わる者により支払のため呈示された、および／または 

 (ⅲ) 該当日後、30 日を超えた後に（ただし、その所持人がその 30 日が経過した時点で当該

本債券を呈示した場合であってもその追加金額を受けることができたであろう場合はこの

限りでない。）支払のため呈示された、および／または 

 (ⅳ) 貯蓄収入課税に関する欧州理事会指令 2003/48/EC、または当該指令を実施もしくは遵

守する法律または同指令に一致させるために導入される法律によって、かかる源泉徴収も

しくは控除が個人に対する支払いにつき課され、かつ要求される場合、および／または 

 (ⅴ) 当該本債券もしくは利札を欧州連合加盟国内の他の支払代理人に対して呈示することに

より、かかる源泉徴収もしくは控除を回避することができる所持人もしくはこれに代わる

者により支払のため呈示された 

本債券もしくは利札については一切支払われないものとする。 

支払に関し、「該当日」とは当該支払いの期限が初めて到来する日、または（支払われるべ

き金員全額が当該期日以前に本債券の代理人により受領されなかった場合は）当該金員が本債

券の代理人により受領された旨の通知が本債権者に対して発せられる日をいう。 

本項における本債券の元金もしくは利息または元金および利息に対する言及は、「8. 課税

上の取扱い－(1)」に基づき支払われることのある追加金額、ならびに本債券に基づき支払われ

ることのあるプレミアムおよびその他の金額に対する言及を包含するものとみなされるものと

する。 
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(2) 日本国の租税 

本債券に投資しようとする申込人は、各申込人の状況に応じて、本債券に投資することによ

るリスクや本債券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こと

が望ましい。 

本債券の利息は、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

居住者および内国法人が支払いを受ける本債券の利息は、それが国外で支払われ租税特別措置

法第 3 条の 3 に定義する支払いの取扱者を通じて交付される場合には、20％（国税と地方税の

合計）の源泉所得税が課される（源泉所得税額は、その利子につき外国税額が支払いの際に課

されているときは、かかる外国税額がなければ交付されたであろう金額に基づいて計算し、そ

の額から外国税額が控除される。）。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法人税および地方税の課

税対象となる。ただし、当該法人は上記源泉所得税額を、一定の制限のもとで、法人税および

地方税から控除することができる。 

本債券の償還額が本債券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、

雑所得として取扱われ、総合課税の対象となる。内国法人の場合は、当該償還差益は課税所得

に含められ法人税および地方税の課税対象となる。 

本債券の償還額が本債券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、

所得税法上はないものとみなされる。内国法人の場合は、当該償還差損は損金の額として法人

税および地方税の課税所得の計算に算入される。 

本債券の譲渡による損益については、日本国の居住者の場合は、譲渡益は非課税とされ、譲

渡損は所得税法上はないものとみなされる。内国法人の場合は、当該譲渡損益は課税所得に含

められ法人税および地方税の課税対象となる。 

 

９【準拠法及び管轄裁判所】 

本債券、利札および代理契約ならびにこれらに起因または関連する契約外のいかなる義務も、英

国法に準拠し、かつ、これに従って解釈される。 

英国の裁判所は本債券もしくは利札よりまたはこれに関連して生ずる紛争を解決するための管轄

権を有するものであり、従って、代理契約、本債券または利札よりまたはこれに関連して生ずる訴

訟または訴訟手続（以下「訴訟手続」という。）はかかる裁判所に提起することができる。発行者

は取消不能の形で、かかる裁判所の管轄権に服し、また、かかる裁判所における訴訟手続に対して、

裁判地を理由とすると、かかる訴訟手続が不便宜法廷地において提起されたことを理由とするとを

問わず、いかなる異議をも放棄する。かかる服従は本債権者および利札所持人各人の利益のみのた

めになされるものであり、訴訟手続を適法な管轄権を有するデンマークの裁判所に提起し、または、

資産の保全または英国またはデンマーク王国における訴訟手続に関する判決の強制もしくは執行に

関し、いかなる地において手段を講ずることができる本債権者もしくは利札所持人の権利を制限す

るものではないものとする。 

発行者は取消不能の形で、本債券に関して英国の裁判所に提起された訴訟手続における発行者の

代理人として現在英国ロンドン E14 5JJ、アッパー・バンク・ストリート 10 に所在するクリフォー
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ド・チャンス・セクレタリーズ・リミテッドを選任する。発行者はさらに、取消不能の形で、いか

なる訴訟手続または判決の執行に対するいかなる免責は（主権その他を根拠とすると否とを問わず、

現在もしくは将来存在する限り）発行者により取消不能の形で権利放棄され、自己のためにもその

資産に関しても主張されないことに同意し、また、発行者は、訴訟手続に関し一般的に、訴訟手続

に関して下されるもしくは付与される命令もしくは判決のいかなる財産に対する宣告、強制もしく

は執行を含む（ただし、これらに限られない。）訴訟手続に関する救済の付与もしくは令状の発行

に取消不能の形で同意する。 

 

10【公告の方法】 

本債券に関するすべての通知は、ロンドンの主要日刊紙１紙（「フィナンシャル・タイムズ」

（Financial Times)となる予定である。）に、またはこれが不能の場合、発行者が定めるヨーロッ

パにおいて一般的に流通しているその他の英字日刊紙１紙に掲載されるものとする。上記により掲

載された通知はいずれもかかる掲載の日になされたとみなされ、もし二回以上掲載がなされた場合、

初の掲載日になされたものとする。利札所持人は、すべての目的において本「10．公告の方法」

に従い本債券の所持人に対しなされた通知の内容を通知されたものとみなされる。 

確定債券が発行されるまでは、包括債券がすべてユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセ

ンブルグのために保有されている場合、本債券に関する限り、上記によるかかる掲載に代え、当該

通知を本債券の所持人へ伝えるためユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルグに交付

することができる。かかる通知は当該通知がユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセンブル

グに対して発せられた日から７日後に、本債券の所持人に対して発せられたものとみなされるもの

とする。 

本債券の所持人により発せられる通知もしくはなされる要求は、書面によるものとし、かつこれ

に関連する本債券を付して本債券の代理人に提出することにより行われるものとする。本債券のい

ずれかが包括債券により表章されている限り、かかる通知または要求は包括債券により表章されて

いる本債券の所持人より本債券の代理人に対して、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（場合による。）を経由して本債券の代理人およびユーロクリアおよび/また

はクリアストリーム・ルクセンブルグがかかる目的のために承認する方法により発するもしくは行

うことができる。 

 

11【その他】 

(1) 債務不履行事由 

下記の事由（以下「債務不履行事由」という。）のいずれかが発生し、かつ、継続する場合、 

(a) 支払懈怠：発行者が本債券のいずれかに関する元金もしくは利息の支払をその支払期日に

怠り、かつ、当該債務不履行が、本債権者のいずれかが発行者に対し、書面による通知を発

してから 14 日間継続する場合、または 

(b) その他の債務の違反：発行者が本債券のその他の規定のいずれかの適正な履行を怠り、当

該債務不履行が、本債権者のいずれかが発した書面によるその旨の通知を本債券の代理人が

受領してから 30 日間治癒されない場合、または 
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(c) クロス・デフォルト：25,000,000 米ドルまたはその相当額を超える発行者の、または発行

者が引受けたもしくは保証した借入金債務の元金、またはプレミアムもしくは期限前償還手

数料（もしあれば）もしくは利息の期日支払をその支払期日に怠り、当該債務不履行がこれ

に適用される猶予期間（もしあれば）または３日間のうち、長い方の期間を超えて継続し、

かつ、当該利息、元金、プレミアムもしくは期限前償還手数料の支払時期が有効に延期され

ないか、または当該借入金債務が、当該債務上の債務不履行事由（規定の仕方は問わな

い。）の発生により期限の利益を喪失したため、その弁済期前に弁済しなければならなくな

った場合、または 

(d) 支払不能等：発行者が一般的にその債権者のために財産移転もしくは譲渡をなし、または

その債権者と債務免除その他の和議を行い、支払停止の申立をし、書面にて弁済期の到来し

た債務を一般的に弁済できないことを承認し、破産、支払不能その他これに類する法律によ

る手続を開始し、破産もしくは支払不能の宣告を受け、管財人もしくはこれに類する官吏が

発行者の資産もしくは事業の全部もしくは一部につき選任され、発行者につき適用ある清

算、支払不能、債務免除、会社更生もしくはこれらに類する法律に基づく手続が開始され、

または発行者が整理、清算もしくは解散され、担保権者が発行者の資産もしくは事業の全部

もしくは重要な部分の占有を取得し、または発行者の資産の全部もしくは重要な部分に対し

て差押えもしくは執行もしくはその他の手続が行われもしくは強制されもしくは訴求され、

かつかかる差押え、執行もしくはその他の手続が 60 日以内に取り下げられない場合、また

は 

(e) 違法性：発行者が本債券上のその債務のいずれかを履行することが違法となるか、または

本債券上の債務のいずれかが有効かつ拘束力を有するものでなくなった場合、または 

(f) 構成員の地位：「地方自治体（kommuner）」および「州（regioner）」（またはデンマー

ク王国の法律上、これらに類する地方政府）が発行者の唯一の構成員でなくなるか、または

発行者の構成員が発行者の借入金を含む、すべての発行者の債務につき直接的に連帯責任を

負うことがなくなった場合、または 

(g) 事業の変更：発行者がその事業もしくは営業活動の全部もしくは重要な部分を廃止しもし

くは廃止しようとし、またはその事業もしくは資産の全部もしくは重要な部分を、直接もし

くは間接に、売却、譲渡、貸与もしくはその他処分する場合（ただし、完全な対価をもって

発行者の完全子会社に対してなされる善意の売却、譲渡、貸与もしくはその他処分の結果に

よる場合、またはかかる売却、譲渡、貸与もしくはその他処分が完全な対価をもって発行者

の完全子会社に対してなされる善意の売却、譲渡、貸与もしくはその他処分である場合はこ

の限りでない。）、 

いかなる本債券についてもその所持人は、本債券の代理人の指定事務所に対して書面による通

知を発することにより、期限の利益の喪失を宣言することができ、これによりさらなる手続を経

ることなく、当該本債券はその額面金額に経過利息を付して直ちに支払われるものとする。ただ

し、本債券の代理人がかかる通知を受領するときまでに、当該債務不履行事由が治癒された場合

はこの限りでない。 
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(2) 包括債券 

恒久包括債券に対する権利は、(a)ユーロクリアまたはクリアストリーム･ルクセンブルグま

たはその他の決済機関が（法定の休日を理由とするものを除き）14 日連続して営業を停止した

場合、もしくは営業を恒久的に停止する意思を公表した場合、または(b)発行者または発行者の

ために行為する者が、本債券が無記名式の確定債券である場合には必要とされない本債券の要

項所定の追加金額を支払うべき義務を負った場合（以下、各々を「交換事由」という。）、か

かる包括債券の所持人の請求により、その全部について（一部は不可）確定債券と交換される。

恒久包括債券が確定債券と交換される場合は、常に、発行者は速やかに、その恒久包括債券の

所持人がかかる交換を請求してから 30 日以内に本債券の代理人の所定事務所において恒久包括

債券が提出されるのと引換えに、かかる所持人に対して、かかる恒久包括債券の額面金額と等

しい額面総額の、真正の証明がなされた確定債券を（適切な場合および適切な範囲において利

札を付して）引渡すことを確保するものとする。 

(3) 追加発行 

発行者は随時、本債権者または利札所持人の同意なしに本債券と同一、または初回利払金額

を除き同一の要項を有する債券を追加作成し発行することができ、同債券は未償還残存してい

る本債券と合わせて単一のシリーズを構成することができる。 

(4) 本債券および利札の代替 

本債券（包括債券を含む。）または利札が破損、汚損、盗失、滅失または紛失した場合、当

該本債券または利札は本債券の代理人の指定事務所において、請求人がこれに関してかかる経

費を支払うことと引換えに、かつ、発行者が合理的に要求する証明および補償に関する条件に

従って、新券と交換することができる。破損または汚損した本債券または利札は代券が発行さ

れる前に引渡さなければならない。 

(5)  時効 

本債券に関する元金の支払請求権および本債券に関する利息（もしあれば）の支払請求権は、

その該当日（「8. 課税上の取扱い」において定義される。）からそれぞれ 10 年および５年が

経過したときは、時効により消滅する。 

(6)  強制履行 

本債権者でない者は 1999 年契約（第三者の権利）法に基づき、本債券の条項を強制するいか

なる権利も有さないが、このことは当該法律とは別に存在するもしくは利用することができる

第三者のいかなる権利もしくは救済方法に影響を及ぼすものではない。 
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第３ 【資金調達の目的及び手取金の使途】 

 

該当事項なし 

 

 

第４ 【法律意見】  

 

発行者の内部法律顧問より、以下の趣旨の法律意見書が提出されている。 

(イ)発行登録追補書類およびその関東財務局長への提出は、発行者により正当かつ有効に授権され

ている。 

(ロ)本債券についてのプログラムに関する支払代理契約は、発行者により正当に授権され、署名さ

れかつ交付されており、その条項に従った発行者の有効、適法かつ拘束力を有する義務である。 

(ハ)本債券は、支払代理契約に従い正当に署名がなされ交付されれば、その条項に従った発行者の

有効かつ拘束力を有する債務となる。 

(ニ)発行登録追補書類に記載されたとおりの日本国における本債券の売出しは、デンマーク王国の

法律または規則に違反しない。 

(ホ)発行登録追補書類（当該書類に記載された参照書類を含む。）中のデンマーク王国についての

すべての法的事項の記載は、すべての重要な点において真実かつ正確である。 

 

 

第二部 【参照情報】 

 

第１【参照書類】 

発行者の概況等金融商品取引法第 27 条において準用する同法第 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 20 年１月１日 至平成 20 年 12 月 31 日） 

平成 21 年６月 29 日関東財務局長に提出 

 

２【半期報告書】 

当該半期（自平成 21 年１月１日 至平成 21 年６月 30 日） 

平成 21 年９月 30 日関東財務局長に提出 

 

第２【参照書類を縦覧に供している場所】 

該当なし 
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発行登録書の提出者が金融商品取引法第 27 条において準用する 

同法第 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 
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（日 本 語 訳） 

 

 

適格要件を満たしていることを示す書面 
 

 

2008 年７月 24 日 

 

 

発行者の名称  デ ン マ ー ク 地 方 金 融 公 庫

 

 

代表者の署名

  

 

（署   名） 

  Søren Høgenhaven 

高経営責任者兼マネジング・ディレクター 

 

 

 

代表者の署名 

  

 

 

（署   名） 

  Johnny Munk 

マネジング・ディレクター 

 

 

１．デンマーク地方金融公庫は、１年間継続して有価証券報告書を提出しております。 

 

２．デンマーク地方金融公庫が既に発行したデンマーク地方金融公庫 2010 年６月 18 日満期南ア

フリカランド建債券について、指定格付機関であるスタンダード・アンド・プアーズ・レー

ティングズ・サービシズおよびムーディーズ・インベスターズ・サービス･インクが各々、

2008 年６月 19 日に AAA および 2008 年７月 11 日に Aaa の特定格付を付与しています。 
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発行者の概況の要約 

（有価証券報告書提出以後に生じた重要事実を含む。） 

 

１ 設立 

(1) 設立の根拠および法的地位 

デンマーク地方金融公庫（以下「公庫」または「発行者」という。）の設立は、デンマークの

自治体のための信用機関に賦与される権限に関する1898年3月19日付デンマーク議院法第35号（以

下「法律第35号」という。）に基づき承認された。1899年、法律第35号に基づき、内務大臣は下

記(3)に記載の目的において信用機関としての公庫の設立を承認した。公庫は法人格を有する。 

2006年４月27日、デンマーク国会は公庫に関する新たな法律（2006年５月３日付法律第383号）

を採択した。この法律は2007年１月１日より効力を生じた。同法律の目的は、公庫の規制法であ

る法律第35号が1898年からのものであったため、公庫の法的枠組みを近代化することにある。 

公庫の構成員は、公庫に対し借入金残高を有するか、または半公営機関に対する公庫の貸付に

ついての保証残高を有する「地方自治体（kommuner）」および「州（regioner）」で構成されて

いる。「地方自治体」は、地理的にみてデンマークにおける 小行政区画単位で、国全体を構成

している。2008年12月31日現在において公庫の構成員は、全ての地方自治体および全ての州から

なっていた。 

公庫の構成員は、公庫の借入を含む公庫の全債務に対して直接かつ連帯して責任を負う。公庫

は自らのいかなる貸付についても損失を被ったことはない。 

 

(2) デンマークの自治体 

デンマークは98の地方自治体および５つの州に分割されており、州はそれぞれいくつかの地方

自治体を包含する。自治体の主な職務は法律条項によって定められている。 も重要な職務には、

社会保障、学校、病院、保健医療、託児サービス、高齢者向け住宅およびインフラ・プロジェク

トの提供が含まれる。水道、ガス、電気、地域暖房、下水および廃棄物処理の整備計画、および

多くの場合にはその供給もまた通常では自治体が責任を負う。さらに、自治体は、公園、運動場、

スポーツおよび文化センターなどの公共施設を提供する。自治体はまた失業者に対するサービス

も提供する。自治体の支出水準はデンマークの国内総生産の約20％にのぼる。 

いくつかのサービスは自治体により下請けに出されるかまたは間接的に提供される。後者の場

合、これらのサービスのための予算は自治体の予算には組み込まれず、当該サービスはしばしば

非営利ベースで半公営機関により管理される。自治体は、中央政府が定めた借入限度内で、半公

営機関が調達した資本投資のための借入を保証することができる。半公営機関により提供される

サービスの例としては、地域暖房、廃棄物処理および給水がある。 

自治体のサービス提供コストは通常、投資および債務返済を含めて、地方税の当期収入、一定

の提供されるサービスの使用料および中央政府からの交付金から賄われなければならない。地方

自治体は、個人の所得および財産に課税する権限を有し、サービス料金および中央政府からの交

付金等のその他の歳入も考慮して、年度予算の均衡を図るために十分な課税を行う義務がある。

さらに、歳入の少ない自治体が適正なサービスを提供できるよう均衡化システムが確立されてい

る。州は中央政府からの交付金を通じて賄われる。 

しかし、自治体が行う資本投資の一定の分野は、直接的または半公営機関を通じた借入金によ

り賄うことができる。上記の借入は中央政府の管理に服し、現行の規則は2008年11月19日付行政

命令第1096号および2008年11月19日付行政命令第1097号により規定されている。当該命令により、
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自治体の借入は承認される資本投資の分野についての資金調達に制限され、 長満期など一定の

借入条件についての要件が規定されている。現在、借入金による資金調達が行える資本支出の主

な種類は、発電所、給水、土地購入、都市再開発、環境改善および高齢者向け住宅の提供を目的

としたものである。また、上記命令により一般借入ガイドラインに沿って通貨スワップ、金利ス

ワップならびに為替スワップ契約を締結することが自治体に対して認められている。 

自治体は中央政府に対し監査済財政書類を提出し、借入により資金調達された資本投資が許可

分野の範疇にあるかを確認する機会を与えている。さらに、資本的支出および経常的支出の双方

の目的のための自治体の全体的な支出水準は、正式な承認手続きは存在しないものの、中央政府

と合意される非公式なガイドラインに基づき設定される。 

 

(3) 目  的 

公庫の目的は、デンマークの地方自治体および州ならびに自治体による全額保証を受けるデン

マークの半公営機関に対して融資を行うことである。公庫は自己名義で資金を借入れ、当該資金

を資本投資の目的において再貸付する。 

公庫の定款では、公庫の目的を以下のように規定している。 

(1)  公庫の目的は、 

(a)地方自治体、州および自治体の組合に対し、 

(b)下記(2)の条件に従ったその他の地方自治体または州の目的のため、 

融資を行うことである。 

(2) 上記(1)(b)の融資は、1または複数の地方自治体または州が融資全額に対して保証を与え

る場合か、または当該融資が会社等に対して行われ、その定款に全参加者が当該融資につき

連帯して責任を負うことが規定されており、かつ1または複数の地方自治体または州がその

組合員または参加者になっている場合に限り、行われるものとする。 
公庫の定款に基づき、内務社会省（旧内務厚生省または社会福祉省）により承認された制限内

において、将来の貸付のために資金を借入れることができる。 

内務社会省により設定されたかかる制限は、2009年現在において、263億デンマーク・クローネ

である。 

 

(4) 政府の監督 

公庫により行われる貸付は、自治体の借入に関する現行の規則に従うものとする。 

監査規則は内務社会大臣により制定され、理事会は毎年公庫の完全な財務書類を公表し、かつ

四半期毎に内務社会大臣に対し要約財務書類を提出する責任を負う。 

理事会は内務社会大臣が要求する公庫の業務に関する一切の情報を内務社会大臣に提出する責

任を負い、当該内務社会大臣はいつでも公庫の費用で公庫に関する一切の状況の調査を行わせる

権利を有する。 

公庫の定款は、同規則に規定する方法によってのみ修正され、かつかかる修正には内務社会大

臣の同意を要する。 

公庫の理事会が債権者に対する担保を著しく毀損していると内務社会大臣がみなすとき、およ

び理事会が定められた期限内にかかる損失の回復に必要な措置を講ずることができないときは、

内務社会大臣は公庫の事業活動を停止し、または事情によりその財産を清算手続に付することが

できるものとする。 

 



- 18 - 

２ 資本構成 

以下の表は、2009年12月31日現在の公庫の連結ベースの資本構成を示す。(1)(2)(3) 

 

グループ 2009年12月31日現在

 （百万デンマーク・

クローネ） 

国内発行公募債券：  

切換債券 8,749

指数連動債 (2) 8,241

調整金利債券 18,394

非切換債券 9,460

仕組債 12,912

合計（額面価額） 57,756

公正価値への調整 986

国内発行公募債券合計 58,742

 

外国債務 (3) 

私募債 3,326

海外銀行借入 2,514

ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログラムに基づく債券 63,755

ユーロ・コマーシャル・ペーパー・プログラムに基づく債券 7,311

合計（額面価額） 76,906

公正価値への調整 -1,722

外国債務合計 (3) 75,184

 

デリバティブ商品の公正価値 3,948

 

負債合計（その他の負債、年金および税金考慮前） 137,874

 

その他の負債 599

年金債務 70

当年度税金負債 0

繰延税金負債 289

その他の負債、年金および税金合計 958

 

負債合計 138,832

 

持分 

2009年１月１日現在の持分 4,183

税引後当期利益 192

2009年12月31日現在の持分 4,375

 

資本合計 143,207

   

注 (1) 上記の表の目的上、長期債務からは、１年以内に満期を迎える長期債務は除外している。 

(2) 指数連動債。本表記載の残高は指数変動による調整を含む。 

(3) 外国通貨による借入は、2009年12月31日の実勢為替レート、あるいは2009年中の借入に関しては実行日

の為替レートにより、デンマーク・クローネに換算されている。 

 
2009年12月31日以降、公庫の資本構成に重大な変化はなかった。
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流動性リスク－残存期間に基づく満期別内訳（額面価額）(1) 

 2009年12月31日  2008年12月31日

グループ （百万デンマーク・クローネ） 

貸付    

要求払い 0  0 

3か月以内 23,824  16,816 

3か月超1年以内 15,828  13,478 

1年超5年以内 29,685  40,605 

5年超 37,260  30,896 

    

合 計 106,597  101,795 

    

信用機関への債権    

要求払い 0  0 

3か月以内 10,459  9,681 

3か月超1年以内 179  499 

1年超5年以内 0  0 

5年超 0  0 

    

合 計 10,638  10,180 

    

ナスダックOMX（コペンハーゲン）上場債券    

要求払い 0  0 

3か月以内 14,951  3,345 

3か月超1年以内 4,308  2,412 

1年超5年以内 25,358  32,984 

5年超 13,139  20,473 

    

合 計 57,756  59,214 

    

海外証券等    

要求払い 0  0 

3か月以内 6,486  4,902 

3か月超1年以内 15,921  11,170 

1年超5年以内 31,474  27,448 

5年超 23,025  18,641 

    

合 計 76,906  62,161 

 

注 (1) 流動性リスクは以下の重要な前提に基づき算出されている。 

債券ポートフォリオは、流動性の高い債券により構成されているため、３か月以内の資産として含め

られる。 

調整金利ローンおよびその他の変動金利ローンは、ローンの契約満期日にかかわらず、次回の金利決

定時までの期間と同じ長さに相当する残存期間に含められる。 
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３ 組織 

  (1) 構 成 員 

公庫の定款に基づき、公庫から融資を受けているかまたは上記「１．設立‐(3) 目的」中の

(1)(b)項記載の融資に責任を負う地方自治体または州はすべて公庫の構成員となる。構成員は、

将来の改訂を含め、定款の規定を遵守しなければならない。構成員は、公庫が負うすべての債

務に直接かつ連帯して責任を負う。構成員は、公庫に対するその債務を全て弁済し、また当該

構成員が定款に定めるとおりその直接かつ連帯の責任を免除された時にのみその構成員でなく

なるものとする。 

構成員は、規定された利息に加え、管理費を負担し、また準備金を設定および維持するため

に毎年適正な分担金を支払う。 

 

  (2) 理 事 会 

理事会は、公庫の業務を全般的に監督および指示する。理事会は、公庫の業務が相当の注意

をもって組織化、管理および執行されるよう配慮する。理事会は公庫の業務運営に関し経営陣

に指示を発する。理事会は、公庫の構成員の中から選出される10名の構成員から成る。州は2名

の理事とその補欠各1名を選出する。地方自治体は8名の理事とその補欠各1名を選出する。 

理事会は理事会構成員選挙のための候補者指名についての詳細なガイドラインを制定する。

理事会構成員の選挙は理事長が管理し、理事長は任期が開始される少なくとも3か月前までに投

票用紙が公庫の構成員に送付されるよう手配する。任期が開始される3か月前までに選任可能な

各理事会構成員および補欠につき１名の候補者のみが指名されている場合は、上記の投票手続

きに従うことなく無競争選挙とすることができる。ただし、理事長が当該手続きを認可し、か

つ、いずれの公庫の構成員も上記の期限までにかかる投票の実施を要求していないことを条件

とする。理事会は投票権および実施された選挙の有効性に関する全ての問題を確定的に裁定す

る。 

理事会の構成員およびその補欠は６年の任期で選出され、かかる構成員およびその補欠の半

数が3年ごとに退任する。理事会に加入したかかる構成員およびその補欠は、公庫の構成員であ

る地方自治体または州政府評議会の構成員であるものとする。理事会に選出された構成員がこ

の必要事項を充たすことができない場合、その補欠が代わりに理事会に加入する。かかる補欠

が、公庫の構成員である地方自治体または州政府評議会の構成員ではない場合、理事会は補欠

選挙を上記の規則に従い行わせる。任期は1月1日に開始する。（イ）上記のように構成員が構

成員でなくなった場合、（ロ）構成員が理事会から辞任した場合、または（ハ）構成員が死亡

した場合、補欠が理事会構成員に代わりその残存する任期を果たすものとする。かかる補欠が

上述の理由により理事会の務めを果たせない場合、その残存任期に関し新たな理事会構成員と

新たな構成員の補欠が選出されるものとする。しかしながら、かかる残存任期が1年未満である

場合、理事会は補欠選挙を行わないよう決定することができる。任期の開始に際し69歳に達し

ている者を理事会に選出し、または再選することはできない。 

理事会は年に４回定例会議を招集する。臨時会議は理事長、１名の経営陣の構成員、少なく

とも3名の理事会構成員または指名された監査役１名の要求により開催される。 

理事会は、その構成員の少なくとも半数が出席し、かつ投票を行った場合、定足数に達した

ものとする。すべての決議は投票の単純過半数により採択される。投票が同数であった場合、

理事長が、または理事長が不在の場合には副理事長が、決定票を保持する。 

３月末より前に開催される理事会の定例会議で、経営陣は前事業年度の公庫の業務について

の報告書を提出し、財務書類に監査役の勧告書を添えて理事会の承認を得るために提出する。



- 21 - 

理事会はかかる報告書および財務書類を承認した後、かかる報告書および財務書類をデンマー

クの内務社会省および公庫の構成員に提出する。理事会における議事には議事録が作成され、

理事会の構成員が署名する。 

 理事会の構成員は以下の通りである。 

 

名  前 主たる業務 

エリック・ファブリン（理事長） 市  長 

ヘニング・Ｇ・イェンセン（副理事長） 市  長 

カッハ・ペーターセン 地方自治体評議会議員 

ヴィビーコ・ストルム・ラスムッセン 州評議会議長 

ハンス・トフト 市  長 

ヘンリック・ツィミノ 市  長 

アンカー・ボーエ 市会議員 

ラース・クラルプ 市  長 

マリアン・ネルガード 市会議員 

アレクサンダー・アーガード 州評議会議員 

 

  (3) 経営陣および従業員 

公庫の経営陣は2名の執行役員（マネジング・ディレクター）により統括されており、その両

者とも理事会により選任され、そのうち1名は 高経営責任者を兼ねる。経営陣は日常業務に関

し全ての決定を行う権限を付与されている。経営陣は、公庫の事業を、理事会により与えられ

た指示に従い適正な方法で管理するものとする。経営陣は貸付、借入およびスワップなどの金

融商品の利用につき、決定を行うものとする。公庫の業務に鑑み、性質または規模が例外的で

あると思われる取引は、理事会に付託される。 

理事長もしくは副理事長および１名の経営陣の構成員が共同して署名した場合、または２名

の経営陣の構成員が共同して署名した場合、公庫を拘束する。さらに、公庫は、経営陣の構成

員1名と共に理事長にそのために特に授権された役員１名が共同して署名した場合、またはその

ように授権された役員２名が共同して署名した場合、拘束される。経営陣は、個々の役員に、

特定の機能を執行するにあたり公庫を拘束する特定の権限を付与することができる。 

公庫の職員は経営陣により任免される。 

経営陣の上級構成員は以下の通りである。 

 
 

セーレン・ヘーゲンハーヴェン 高経営責任者兼マネジング・ディレクター 

ジョニー・ムンク マネジング・ディレクター 

ヤンス・ブロック・ベレント 高財務担当役員 

エスケ・ハンセン シニア・バイス・プレジデント（資金調達部門長） 

イェッテ・モルドラップ シニア・バイス・プレジデント（財務部門長） 

モーテン・セトフテ シニア・バイス・プレジデント（リスク管理支援部門長） 

フランク・ハマー 理事（リース部門長） 

 

公庫には、経営陣の構成員を含め50名の従業員がいる。 
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  (4) 監査役 

理事会は、内務社会省の承認を受けた監査役を１または２名選任し、そのうち少なくとも1名

は国家資格を有する公認会計士でなければならない。さらに１名の監査役が内務社会省により

任命され、公庫が四半期毎の要約経営計算書を内務社会省に提出する義務を含む関係法令上の

規制のなかで運営されていることの確認につき特にその責任を負う。 

現在の監査役は、勅許会計士パートナー・カンパニーＫＰＭＧのラース・ロード・センダー

ゴーアおよびアンドレス・デュエダール・オルセン（国家資格を有する公認会計士）ならびに

内務社会省に任命されたエミール・ル・メール（旧郡代表）である。 
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４ 業務の概況 

  (1) 概 要 

2009年は、自治体が自治体自身のための資金調達機関を有することの重要性を再び実証する

こととなった。金融危機の間常に、公庫は、実際のところ好条件で自治体への資金供給を行う

ことができた。その結果、公庫は、金融危機の間において自身の地位を強化した。公庫は、州

と地方自治体が互いに保証し合うことにより好条件で融資を受けることができる自治体の協同

体というユニークな形態となっている。 

2009年、公庫の資金調達環境は、公庫の高い信用格付の結果、非常に良好であった。これは

特に、信用力の高い契約相手に対する投資への関心が高かった短期証券の発行に当てはまる。 

好条件での資金調達環境は、市場予測を上回る利幅をもたらし、利益を増加させた。そのた

め、公庫は2009年５月に、増加した利益を利幅を下げるという形で借主に還元する決定を行っ

た。管理手数料は0.02パーセンテージ・ポイント引き下げられ、結果として、通常の貸付にお

ける手数料は支払う必要がなくなった。高齢者向け住宅ローンに対する手数料は、0.08パーセ

ントから0.06パーセントに引き下げられた。さらに、特定の変動金利ローンの対価も引き下げ

られた。 

価格の引き下げにも関わらず、 新の決算報告の見通しは、2009年の公庫の収益が予想を上

回るであろうことを示していた。結果として、公庫の理事会は、公庫による貸付に対する特別

な利息調整を行うことを決定した。かかる調整は好条件での資金調達環境における貸付、すな

わち個別な要求に応じ調達される貸付について行われる。 

利息調整の結果、2009年の財務書類における受取利息純額は、３億5,000万デンマーク・クロ

ーネを超える分について公庫の借主に対して支払われることとなった。調整金額は、１億4,200

万デンマーク・クローネとなった。 

2010年３月に支払われる利息調整金額は、2009年において各借主が公庫から付与された個別

な要求に応じ調達された貸付に対する経過支払利息の総額に対する、2009年において個別の借

主が公庫から受けた個別な要求に応じ調達される貸付に対する経過支払利息の割合に基づき分

配される。 

また、債券貸付を含む通常の貸付の借主は、管理手数料の引き下げからの恩恵を受け、これ

により現在通常の貸付において支払われるべき手数料はない。高齢者向け住宅ローンに対する

手数料は、引き下げられた率（0.06パーセント）になっている。 

2009年における総貸付高は、2008年の405億デンマーク・クローネに対し、308億デンマー

ク・クローネであった。かかる減少は主に、融資活動が特別に活発であった2008年に対し、州

に対する貸付が減少したことによるものである。 

貸付高は、148億デンマーク・クローネの純貸付高および160億デンマーク・クローネの貸付

の切換えにより構成される。 

2009年において、公庫の完全所有子法人であるコミュニ・リーシングA/Sのリース債権は、１

億500万デンマーク・クローネ増加し、リース債権の総額は29億デンマーク・クローネとなった。 

当グループの税引前当期利益は、2008年の３億3,800万デンマーク・クローネに対して２億

5,500万デンマーク・クローネであった。税引前当期利益は、上半期の中間報告書における予測

に沿ったものである。税引後利益は、2008年の２億5,400万デンマーク・クローネに対して１億

9,200万デンマーク・クローネであった。 

公庫は、非常に保守的なビジネスモデルを維持したことにより、金融危機を切り抜けること

ができた。2009年においては、信用リスクの低減に焦点を置き、例えば担保契約(CSA)の数は11

件から20件に増加した。 
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2009年における現金資源は、2008年の103億デンマーク・クローネから改善し、174億デンマ

ーク・クローネとなった。 

2009年の秋に、公庫およびコミュニ・リーシングは、地方自治体および州における顧客満足

度調査を行った。調査では、２社の価格、商品およびサービスに対する高い満足度が示された。

しかしながら、一部の顧客は、公庫およびコミュニ・リーシングのウェブサイトにおける自身

の借入およびリースのデータへのアクセスの改善を求めた。このため、2010年においては、デ

ータへのアクセスの改善が講じられている。 

2009年11月、当グループは、公庫およびコミュニ・リーシングの新たなビジュアル・アイデ

ンティティを発表した。特筆すべき新たなアイデンティティは、２社共通のロゴである。ロゴ

のデザインは都市の紋章を思わせるもので、当グループの構成員、地方自治体および州との緊

密な関係を象徴している。 

 

  (2) 貸 付 

公庫は、自治体に対する貸付による資金提供、および行政命令第1096号および第1097号に規

定するところに該当する資本支出の資金調達のために自治体の保証を受けている半公営機関に

対し貸付業務を行っている。2008年12月31日現在の貸付ポートフォリオの総額は1,025億デンマ

ーク・クローネにのぼり、そのうち634億デンマーク・クローネが地方自治体に、165億デンマ

ーク・クローネが州に、226億デンマーク・クローネが半公営機関に貸付けられた。 

公庫による貸付は、無担保で、かつ関連する資金調達の形態によって30年を上限として満期

を設定して行われる。貸付は分割払いによるかもしくは満期に返済される。利息は関係する借

主の選択により固定金利もしくは変動金利に基づいて支払われる。公庫は、利益をあげること

を主たる目的として業務を運営しないため、資金のコストを超えるマージンを請求することは

ないが、一般管理費用として借主に分担金を求める。 

公庫は、自治体に対する 大の単独貸付機関である。2008年12月31日現在の自治体への1年超

の貸付残高のうち約90％が、公庫からのものである。公庫の貸付水準は、毎年かなり変化する

顧客の資本支出の需要および商業銀行が 大の相手方である競争的要因によって決まる。公庫

は、公庫が行ったいかなる貸付についても損失を被ったことはない。 

金融危機は自治体に対する貸付市場に影響を与え、金融市場の混乱と流動性に対する需要の

強さのために銀行は自治体への貸付に消極的になった。特に短期証券に関して資金調達環境が

有利であったため、公庫は変動金利ローンの価格を引き下げることが可能であり、さらに市場

での地位を強めることができた。 

地方自治体に対する総貸付高は191億デンマーク・クローネにのぼり、貸付全体の47％を占め

た。州に対する貸付は134億デンマーク・クローネとなり、貸付全体に占める割合は2007年の

24％に比べて上昇し、33％となった。これは2008年において多数の貸付の切換えがあったこと

によるものであった。自治体の保証を受けた企業および組織に対する貸付は79億デンマーク・

クローネにのぼり、貸付全体の19％を占めた。2007年と比べ50億デンマーク・クローネ増加し

たが、これは治水部門に対する貸付の増加によるものであった。 

貸付全体において、個別な要求に応じ調整される貸付が80％を占め、債券貸付が20％を占め

た。債券貸付の大部分が高齢者用公営住宅向け融資のために行われ、2008年において貸付総額

は23億デンマーク・クローネにのぼった。貸付のうち、変動金利ローンが60％および固定金利

ローンが40％を占めたが、これは多くの借り手の借入方針において重要な要素とされたリスク

分散が行われたことを反映している。また、自治体は、予想される金利動向および必要とされ

るリスク・プロファイル（特性）に従い、貸付の切換えにあたり多額のスワップを利用してい

る。 
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外貨による貸付は16億デンマーク・クローネにのぼり、貸付全体の４％を占め、スイスフラ

ン建てが10億デンマーク・クローネおよびユーロ建てが６億デンマーク・クローネで構成され

た。 

 

以下の表は、2008年12月31日終了年度までの5年間の公庫の活動について示したものである。 

 

12月31日時点  新規貸付 貸付残高 
税引前 

当期利益 
 持分 

 （単位：百万デンマーク・クローネ） 

    

2004年度  15,753 75,178 130  3,505

2005年度  21,203 80,408 122  3,637

2006年度  21,680 86,159 150  3,738

2007年度  27,774 90,703 209  3,929

2008年度  40,454 105,213 338  4,183

 

  (3) 資金調達 

公庫は、一部をナスダックOMX（コペンハーゲン）に上場される公募債券発行によって、また

一部を国際的な証券の発行によって資金を調達している。 

公庫は、特定の市場および商品への依存を 小にするため、資金調達を多様な市場で多様な

商品により行うことで注意深く分散させている。伝統的な債券貸付および調整金利の貸付はマ

ッチングする債券の発行によって資金が調達される。しかしながら、個別な要求に応じ調整さ

れる貸付は特定の種類の資金調達と関連していない。このことから、24％がデンマーク市場で

調達され、58％がヨーロッパ市場で調達された。残りの18％は主にアジア市場で調達され、日

本市場が14％を占め、主要な市場となった。 

公庫のデンマークでの調達資金源の一つとして、デンマークの資本市場で発行され、ナスダ

ックOMX（コペンハーゲン）に上場される債券がある。通常、かかる発行の範囲は、公庫の顧客

の要求に合う資金を提供するために追加のトランシュが発行できるように設定される。さまざ

まなシリーズの債券は、多様な満期および金利にわたる。1987年以来、公庫はデンマーク国外

における資金調達を認められており、それ以来公庫は国際資本市場における地位を発展させ、

強化してきた。1990年2月にユーロ・コマーシャル・ペーパー・プログラムが設定された。同プ

ログラムの 大残高は30億ユーロである。1993年2月にユーロ・ミディアム・ターム・ノート・

プログラムが設定された。公庫が国際資本市場に 初に登場して以来、多数のEMTN（ユーロ・

ミディアム・ターム・ノート）の発行、私募および銀行借入が行われた。 

借入金を外貨で転貸する場合は、公庫はいかなる通貨リスクもとらない。したがって通貨リ

スクを負うのは借主である。もし借主が調達された通貨以外の通貨で受取ることを望む場合に

は、公庫は借主の望む資金を提供するためスワップを利用する。公庫は、スワップの相手方を

選ぶ際の厳格なガイドラインを持っている。公庫は、資金調達業務において、1992年4月まで、

国際資本市場で借入れる資金に対応する自治体への貸付がなければならないという制約を受け

ていた。公庫は1992年4月に、 大3億5,000万デンマーク・クローネまでは同時かつ対応する自

治体への再貸付があるという要件なしに借入を行うことにつき、内務厚生省（現在の内務社会

省）の承認を受けた。この金額は、1999年4月に15億デンマーク・クローネに増加した。内務社
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会省により設定された現在の上限は263億デンマーク・クローネである。 

2008年12月31日現在において外貨による資金調達は、公庫の借入ポートフォリオの51％を占

めている。 

2008年の資金調達総額は、2007年の478億デンマーク・クローネに対し、536億デンマーク・

クローネとなった。これは、貸付が過去 大規模となった結果、資金調達の必要額が増加した

ことによる。 

内務社会省が規定した規則に従い、公庫は直ちに再貸付することがなくても、貸付ポートフ

ォリオの25％の額を上限とした借入を認められている。これはミスマッチと呼ばれる。流動性

を高めるためのこのような選択肢を持つことは、金融市場が適切に機能しない金融危機の時期

には大変有効なものとなった。ミスマッチに関する認可に基づき調達された借入は、2007年末

の155億デンマーク・クローネに対して2008年末には103億デンマーク・クローネであった。 

金融危機を受けて、公庫は、2008年においてベンチマーク債を発行しなかったが、資本市場

において他の種類の資金調達を行った。 

短期の証券、コマーシャル・ペーパー(CP)の発行は、2007年の123億デンマーク・クローネに

対して2008年には131億デンマーク・クローネに増加した。同プログラムは、金融危機の期間に

短期の資金需要を充たすのに大変有効であった。 

ナスダックOMX（コペンハーゲン）における発行は、2007年の201億デンマーク・クローネに

対して2008年には212億デンマーク・クローネに増加した。調整金利ローン等の資金を提供する

ための債券の発行は、2007年の109億デンマーク・クローネに対し、2008年には119億デンマー

ク・クローネとなった。仕組債は2007年の63億デンマーク・クローネに対して2008年には34億

デンマーク・クローネが発行された。 

長期EMTN債の海外発行は、2007年の122億デンマーク・クローネに対して2008年には99億デン

マーク・クローネとなった。短期EMTN債は、2007年に９億デンマーク・クローネが発行された

のに対して2008年には36億デンマーク・クローネが発行された。2008年末におけるEMTNの残高

合計は、2007年末が406億デンマーク・クローネであったのに対して512億デンマーク・クロー

ネとなった。 

さらに、公庫は、７億デンマーク・クローネにのぼる私募（個別の借入契約書類による借入

による。）を行った。 

 

  (4) コミュニ・リーシングＡ／Ｓ 

コミュニ・リーシングＡ/Ｓは公庫の完全所有子法人である。コミュニ・リーシングの主たる

業務は、地方自治体、州、自治体の全額保証を受けた自治体所有の企業に対してIT機器、医療

技術機器、技術装置、車両および資産を含む業務用機器のファイナンス・リースを行なうこと

で構成されている。コミュニ・リーシングの業務資金は公庫を通じて調達される。 

コミュニ・リーシングは、2007年において2,000万デンマーク・クローネの当期利益（税引

前）を計上したのに対し、2008年には2,100万デンマーク・クローネの当期利益（税引前）を計

上した。2008年は、保守的な投資戦略を反映したコミュニ・リーシングの債券ポートフォリオ

の100万デンマーク・クローネのマイナスの価値調整による影響を受けたが、これに対し2007年

は100万デンマーク・クローネのプラスの価値調整となった。リース総額は、28億デンマーク・

クローネで2007年と同水準であった。 

2008年におけるコミュニ・リーシングの活動は、車両リースに対する需要が高まったことと、

ITおよび医療技術機器に関するリース契約の締結に引き続き消極的であったことの影響を受け

た。この消極性は、地方政府改編に伴いIT分野において多額の投資があったことと、州の医療
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技術機器向けの資金調達の幅が増えたことによるものである。2008年末において、コミュニ・

リーシングは、98の地方自治体のうち93、および全ての州との間にリース契約を有していた。 
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５ 経理の状況 

（2009年度財務書類） 

 

2009年度包括利益計算書 
 

 （単位：百万デンマーク・クローネ）

 グループ 親法人 

 2009年 2008年 2009年  2008年 

受取利息 4,376 5,252 4,343  5,220

支払利息 4,026 4,874 4,026  4,874

純受取利息 350 378 317  346

   

その他の営業利益 2 2 12  9

貸付、資金調達およびデリバティブ

商品の価値調整 -39 24

 

-39 

 

24

証券等の価値調整 35 15 33  16

人件費 41 35 41  35

その他の管理費用 40 36 38  34

有形固定資産の減価償却および無形

資産の償却 7 6

 

7 

 

6

年金債務調整 -5 -3 -5  -3

税引前当期利益 255 338 232 317

当期利益課税額 63 84 58 

 

79

当期利益 192 254 174  238

   

その他の包括利益（税引後） 0 0 0  0

当期包括利益 192 254 174  238

   

処 分：   

持分への移転 192 254 174  238

合 計 192 254 174  238
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2009年12月31日現在の財政状態計算書 
 
資 産 （単位：百万デンマーク・クローネ）

 グループ 親法人 

 2009年 2008年 2009年  2008年 

信用機関への債権 11,001 10,219 11,001  10,219

貸 付 108,665 102,445 108,665  102,445

リース債権 2,873 2,768 0  0

証券ポートフォリオ 12,350 5,067 11,787  4,523

子法人への債権 0 0 2,530  2,489

子法人投資 0 0 148  148

株 式 3 3 3  3

デリバティブ商品 8,055 8,121 8,055  8,121

無形資産 8 7 8  7

不動産 81 81 81  81

その他の有形固定資産 5 4 5  4

その他の資産 95 73 96  68

当年度税金資産 71 0 84  0

繰延税金資産 0 0 7  7

資産合計 143,207 128,788 142,470  128,115

   

   

負 債 および 持 分 （単位：百万デンマーク・クローネ）

 グループ 親法人 

 2009年 2008年 2009年  2008年 

負 債  

OMX上場債券 58,742 58,898 58,742  58,898

海外証券等 75,184 58,356 75,184  58,356

デリバティブ商品 3,948 6,631 3,948  6,631

その他の負債 599 322 241  27

年金債務 70 67 70  67

当年度税金負債 0 34 0  25

繰延税金負債 289 297 0  0

負債合計 138,832 124,605 138,185  124,004

   

持 分 4,375 4,183 4,285  4,111

   

負債および持分合計 143,207 128,788 142,470  128,115
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2009年度持分変動表 
 

 （単位：百万デンマーク・クローネ）

 グループ 親法人 

 2009年 2008年 2009年  2008年 

持 分  

１月１日現在の持分 4,183 3,929 4,111  3,873

当期包括利益 192 254 174  238

持分合計 4,375 4,183 4,285  4,111
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2009年度キャッシュフロー計算書 

 

（単位：百万デンマーク・クローネ）

 グループ 親法人 

 2009年 2008年 2009年  2008年 

営業活動からのキャッシュフロー  

税引前当期利益 255 338 232  317

非現金営業項目等調整 -167 -52 -158  -44

非現金営業項目調整後の当期利益 88 286 74  273

   

営業資本の変動   

受取債権の変動 -22 115 -69  50

支払債務等の変動 277 -49 214  0

営業資本の変動合計 255 66 145  50

営業活動からのキャッシュフロー 

合 計 

343 352 219  323

   

投資活動からのキャッシュフロー   

有形固定資産 -3 -3 -3  -3

無形資産 -6 -6 -6  -6

証券ポートフォリオ -7,283 7,010 -7,264  7,033

信用機関への債権 -2,333 3,541 -2,333  3,541

投資活動からのキャッシュフロー 

合計 

-9,625 10,542 -9,606  10,565

   

貸付および資金調達からの 

キャッシュフロー 

  

貸付の変動 -6,258 -16,731 -6,153  -16,725

資金調達の変動 13,989 10,786 13,989  10,786

貸付および資金調達からの 

キャッシュフロー合計 

7,731 -5,945 7,836  -5,939

   

年間キャッシュフロー合計 -1,551 4,949 -1,551  4,949

  

１月１日現在の 

現金・現金同等物残高 9,719 4,770

 

9,719 

 

4,770

12月31日現在の 

現金・現金同等物残高 8,168 9,719

 

8,168 

 

9,719

   

 

キャッシュフロー計算書において、約定日から３か月未満で期限が到来する信用機関への債権は、
預金および手許現金として別途表示されている。 

 

 



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。 

 

手数料等諸費用について 

・ 外貨建て債券を募集・売出し等により、又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の為

替レートは、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等により損失が生

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。 

 

有価証券の発行者又は元利金の支払の保証者の業務又は財産の状況の変

化等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が滞ったり、

支払不能が生じるリスクがあります。 

・ 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 

・ 当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 

個人のお客様に対する課税は、以下によります。 

・ 外貨建て債券の利子については、利子所得として課税されます。 

・ 外貨建て債券を売却したことにより発生する利益は、原則として、非課税となります。 

・ 外貨建て債券の償還により発生する利益は、原則として、雑所得として課税されます。 

・ 国外で発行される外貨建て債券が割引債である場合には、売却したことにより発生する利益は原則と

して譲渡所得として課税され、償還により発生する利益は原則として雑所得として課税されます。 

・ 国内で発行される外貨建て債券が割引債である場合には、売却したことにより発生する利益は原則と

して非課税となり、償還により発生する利益については原則として発行時に源泉徴収されています。 

法人のお客様に対する課税は、以下によります。 

・ 外貨建て債券の利子、売却したことにより発生する利益、償還により発生する利益については、法人

税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。 



 

また、個人、法人いずれかのお客様に係らず、国外で発行される外貨建て債券の利子については、そ

の発行地等の税制により現地源泉税が課税されることがあります。 

なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問合わせください。 

 

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

文書等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、取引報告書をお客様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。）。 

 

当社の概要 

商号等   東海東京証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第 140 号 

本店所在地 〒４５０-６２１２  愛知県名古屋市中村区名駅四丁目７番１号 

加入協会  日本証券業協会、社団法人金融先物取引業協会 

資本金   ６０億円（平成２２年３月３１日現在） 

主な事業  金融商品取引業 

設立年月  平成２０年１０月８日 

連絡先   お取引のある本支店 

カスタマーサポートセンター       ０１２０-７４６-１０４ 

トヨタＦＳダイヤル(トヨタＦＳ口座専用)  ０８００-５００-４３００ 

              (携帯電話、ＰＨＳからは、０５２-２３９-２１５６：有料) 

以上 
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