
 

2007年７月 社債売出届出目論見書 

 ＜第１回訂正事項分＞ 

 

トヨタ モーター クレジット コーポレーション 

2012年８月８日満期 円建期限前償還条項付 利率ステップアップ型社債 

本社債売出届出目論見書により行うトヨタ モーター クレジット コーポレーション 2012年８月８日満期 円建

期限前償還条項付 利率ステップアップ型社債の売出しにつきましては、発行会社は、証券取引法第５条により有

価証券届出書を平成19年７月３日に関東財務局長に提出し、また証券取引法第７条により有価証券届出書の訂正

届出書を平成19年７月19日に関東財務局長に提出しておりますが、その届出の効力は生じておりません。売出要

項その他本書の記載内容につきましては今後訂正が行われます。 

 

社債売出届出目論見書の訂正理由 

平成19年７月３日付で提出した有価証券届出書の記載事項について訂正すべき事項が生じましたの

で、有価証券届出書の訂正届出書を提出いたしました。 

これに伴い、社債売出届出目論見書の関連事項を後記のとおり訂正いたします。 

 

訂正部分は下線をもって示します。 

 

第二部 【参照情報】 

第１ 【参照書類】 

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

すること。 

 

１ 【有価証券報告書及びその添付書類】 

事業年度(平成19年３月期) 自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日 

平成19年７月３日、関東財務局長に提出。 

 

２ 【半期報告書】 

該当事項なし。 

 

３ 【臨時報告書】 

該当事項なし。 

 

４ 【訂正報告書】 

有価証券報告書の訂正報告書（上記１に係る訂正報告書） 

平成19年７月19日、関東財務局長に提出。 



 

2007年７月 社債売出届出目論見書 

 ＜第２回訂正事項分＞ 

 

トヨタ モーター クレジット コーポレーション 

2012年８月８日満期 円建期限前償還条項付 利率ステップアップ型社債 

 本社債売出届出目論見書により行うトヨタ モーター クレジット コーポレーション 2012年８月８日満期 円

建期限前償還条項付 利率ステップアップ型社債の売出しにつきましては、発行会社は、証券取引法第５条によ

り有価証券届出書を平成19年７月３日に関東財務局長に提出し、また証券取引法第７条により有価証券届出書の

訂正届出書を平成19年７月19日及び同月27日に関東財務局長に提出しており、同月31日にその届出の効力が生じ

ております。 

 

社債売出届出目論見書の訂正理由 

平成19年７月３日付で提出した有価証券届出書（訂正を含む。）の記載事項のうち、未定の事項が

決定されましたので、関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出いたしまし

た。 

これに伴い、社債売出届出目論見書の関連事項を後記のとおり訂正いたします。 

 

訂正部分は下線をもって示します。 

 

第一部 【証券情報】 

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 

トヨタ モーター クレジット 

コーポレーション 2012年８月８

日満期 円建期限前償還条項付 

利率ステップアップ型社債(別段

の記載がある場合を除き、以下

「本社債」という。) 

123億円 123億円 

東京都千代田区丸の内二丁目４番１号

丸の内ビルディング 

三菱ＵＦＪ証券株式会社 

 

名古屋市中区錦二丁目17番21号 

トヨタファイナンシャルサービス証券

株式会社 

 

(以下「売出人」と総称する。) 

記名・無記名の別 無記名式 各社債の金額 100万円 

償還期限 2012年８月８日(注) 



利率 

① １年目利率：本社債の発行日である 2007 年８月７日(以下「発行日」とい

う。)(当日を含む。)から 2008 年８月７日(当日を含まない。)までの期間

につき、年 1.23％。 

 

② ２年目利率：2008 年８月７日(当日を含む。)から 2009 年８月７日(当日を

含まない。)までの期間につき、年 1.33％。 

 

③ ３年目利率：2009 年８月７日(当日を含む。)から 2010 年８月７日(当日を

含まない。)までの期間につき、年 1.43％。 

 

④ ４年目利率：2010 年８月７日(当日を含む。)から 2011 年８月７日(当日を

含まない。)までの期間につき、年 1.53％。 

 

⑤ ５年目利率：2011 年８月７日(当日を含む。)から 2012 年８月８日(当日を

含まない。)までの期間につき、年 1.63％。 

（中 略） 
 
 

(注) 本社債は、下記「社債の概要 ２ 償還及び買入れ (b) TMCCの選択による期限前償還」に定めるとおり、

TMCCの選択により、関連ある期限前償還日(下記「社債の概要 ２ 償還及び買入れ (b) TMCCの選択による

期限前償還」に定義する。)に期限前償還される可能性がある。 

なお、税制変更及びその他の事由による繰上償還については下記「社債の概要 ２ 償還及び買入れ (c) 税

制変更による繰上償還」及び下記「社債の概要 ６ 債務不履行及び期限の利益喪失」を参照のこと。 

 

 

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100万円に 
つき100万円 

2007年７月31日から 
同年８月７日まで 

額面金額 
100万円 

な し 

各売出人及び各売出取扱人
(以下に定義する。)の日本
国内の本店及び各支店並び
に下記摘要(4)記載の金融
機関及び証券仲介業者の営
業所又は事務所 

売出しの委託を受けた者の住所及び氏名又は名称 売出しの委託契約の内容 

静岡県静岡市葵区追手町１番13号 
静銀ティーエム証券株式会社 
 
東京都千代田区丸の内一丁目11番１号 
マネックス証券株式会社 
 
(以下「売出取扱人」と総称する。) 

三菱ＵＦＪ証券株式会社は、静銀ティーエム
証券株式会社に本社債の売出しの取扱いを委
託している。 
 
トヨタファイナンシャルサービス証券株式会
社は、マネックス証券株式会社に本社債の売
出しの取扱いを委託している。 

 

摘要 

(1) 本社債の受渡期日は、2007年８月８日(日本時間)である。 

(2) ユーロ市場で発行される本社債の券面総額は123億円である。 

(3) 本社債の各申込人は、売出人又は売出取扱人の本支店において各申込人の名義で外国証券取引口

座を開設しなければならない。各申込人が売出人又は売出取扱人との間で行う本社債の取引に関し

ては、当該売出人又は売出取扱人から交付される外国証券取引口座約款に基づき、当該外国証券取

引口座を通じて処理される。 

(4) 売出人及び売出取扱人は、証券取引法第65条の２第１項に基づく登録を受けた銀行等の金融機関

及び証券仲介業者に、本社債の売出しの取扱いを行うことを委託している。 



(5) 本社債は、ユーロ市場においてMitsubishi UFJ Securities International plcにより募集され、

2007年８月７日に発行される。本社債の募集は、ユーロ市場においてMitsubishi UFJ Securities 

International plcにより引受けられる。本社債が証券取引所に上場される予定はない。 

(6) 本社債は、1933年合衆国証券法(その後の改正を含み、以下「合衆国証券法」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。合衆国証券法の登録義務を免除された一定の取引

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、本社債の募集、売出し又は販売を行ってはならない。この「摘要(6)」において

使用された用語は、合衆国証券法に基づくレギュレーションSにより定義された意味を有する。 

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

合を除き、合衆国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

社債の募集、売出し又は交付を行ってはならない。この「摘要(7)」において使用された用語は、合

衆国内国歳入法及びそれに基づくレギュレーションにおいて定義された意味を有する。 

（中 略） 

社債の概要 

１ 利息 

(a) 各本社債の利息は、その未償還額面金額に対して下記「適用利率及び利息額」に記載される利

率(年率)で、2007年８月７日(当日を含む。)から2012年８月８日(当日を含まない。)までこれを

付し、2008年２月７日以降2012年２月７日までの毎年２月７日及び８月７日並びに満期日(下記

「２ 償還及び買入れ (a) 満期償還」に定義する。)(以下それぞれを「利払日」という。)に下記

の利息額を後払いする。 

適用利率及び利息額 

① １年目利率：発行日(当日を含む。)から2008年８月７日(当日を含まない。)までの期間につ

き、年1.23％。2008年２月７日及び2008年８月７日に支払われる利息は額面金額100万円の各

本社債につき6,150円である。 

② ２年目利率：2008年８月７日(当日を含む。)から2009年８月７日(当日を含まない。)までの

期間につき、年1.33％。2009年２月７日及び2009年８月７日に支払われる利息は額面金額100

万円の各本社債につき6,650円である。 

③ ３年目利率：2009年８月７日(当日を含む。)から2010年８月７日(当日を含まない。)までの

期間につき、年1.43％。2010年２月７日及び2010年８月７日に支払われる利息は額面金額100

万円の各本社債につき7,150円である。 

④ ４年目利率：2010年８月７日(当日を含む。)から2011年８月７日(当日を含まない。)までの

期間につき、年1.53％。2011年２月７日及び2011年８月７日に支払われる利息は額面金額100

万円の各本社債につき7,650円である。 

⑤ ５年目利率：2011年８月７日(当日を含む。)から2012年８月８日(当日を含まない。)までの

期間につき、年1.63％。2012年２月７日に支払われる利息は額面金額100万円の各本社債につ

き8,150円であり、また、2012年８月８日に支払われる利息は額面金額100万円の各本社債に

つき8,195円(以下「端数利息額」という。)である。 

（後 略） 



第三部 【提出会社の保証会社等の情報】 
 
第２ 【保証会社以外の会社の情報】 
 

３ 【継続開示会社に該当しない当該会社に関する事項】 

 

第１ 【企業の概況】 
 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(2) トヨタファイナンシャルサービス株式会社の最近５事業年度に係る主要な経営指標等の推移 

決算期 平成15年３月期平成16年３月期平成17年３月期平成18年３月期 平成19年３月期

（中 略） 

自己資本利益率 (％) 0.4 0.5 0.4 1.5 △4.1

（後 略） 

 

第４ 【トヨタファイナンシャルサービス株式会社の状況】 
 

６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】 

（前 略） 

(6)取締役の定数 

 当社の取締役は13名以内とする旨定款に定めている。 

 

(7)取締役の選任の決議要件 

 当社の取締役の選任は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１

以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めている。
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