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【表紙】
【発行登録追補書類番号】
【提出書類】
【提出先】
【提出日】
【会社名】

18外-20-29
発行登録追補書類
関東財務局長
平成19年11月５日
ドイツ銀行
(Deutsche Bank Aktiengesellschaft)
【代表者の役職氏名】
グローバル・マーケッツ担当
マネージング・ダイレクター
ユルゲン・クロインケル
(Jürgen Krewinkel, Managing Director Global
Markets)
グローバル・マーケッツ担当
バイス・プレジデント
マルティン・ブラウン
(Martin Braun, Vice President Global Markets)
【本店の所在の場所】
ドイツ連邦共和国 D-60325フランクフルト・アム・
マイン１ タウヌスアンラーゲ12
(Taunusanlage 12, D-60325 Frankfurt am Main 1,
Federal Republic of Germany)
【代理人の氏名又は名称】
弁護士
中 野 春 芽
弁護士
三 浦
健
【代理人の住所又は所在地】
東京都千代田区丸の内一丁目６番５号
丸の内北口ビル
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】
(03)6212-8316
【事務連絡者氏名】
弁護士
三 浦
健
弁護士
尾 本 太 郎
弁護士
齊 藤 憲 司
【連絡場所】
東京都千代田区丸の内一丁目６番５号
丸の内北口ビル
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】
(03)6212-8316
【発行登録の対象とした募集(売出)有価証券の 社債
種類】
【今回の売出金額】
100億円
【発行登録書の内容】
提出日
効力発生日
有効期限
発行登録番号
発行予定額

平成18年９月29日
平成18年10月７日
平成20年10月６日
18外-20
20億米ドル
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【これまでの売出実績】
番号

提出年月日

売出金額

売出金額
(米ドル換算額)

18外-20-１ 平成18年10月12日

10億円

848万米ドル

18外-20-２ 平成18年10月12日

20億円

1,696万米ドル

18外-20-３ 平成18年11月９日

30億円

2,549万米ドル

18外-20-４ 平成18年11月９日

20億円

1,699万米ドル

18外-20-５ 平成18年11月10日 1,600万米ドル
29億円

2,464万米ドル

18外-20-７ 平成18年11月24日

10億円

850万米ドル

18外-20-８ 平成18年11月24日

10億円

850万米ドル

18外-20-９ 平成18年11月24日

20億円

1,699万米ドル

18外-20-10 平成18年12月８日

30億円

2,576万米ドル

18外-20-11 平成18年12月15日

10億円

859万米ドル

18外-20-12 平成18年12月20日

10億円

859万米ドル

18外-20-13 平成19年１月19日

10億円

840万米ドル

18外-20-14 平成19年１月19日

10億円

840万米ドル

18外-20-15 平成19年２月14日

10億円

821万米ドル

18外-20-16 平成19年３月９日

11億円

929万米ドル

18外-20-17 平成19年３月14日

５億円

422万米ドル

18外-20-18 平成19年４月25日

12億円

1,017万米ドル

18外-20-19 平成19年５月16日

22億円

1,836万米ドル

18外-20-20 平成19年５月16日 2,300万米ドル

579万米ドル

18外-20-22 平成19年６月12日

５億円

411万米ドル

18外-20-23 平成19年６月13日

10億円

822万米ドル

18外-20-24 平成19年６月13日

10億円

822万米ドル

18外-20-25 平成19年７月５日

10億円

811万米ドル

18外-20-26 平成19年７月20日

10億円

811万米ドル

18外-20-27 平成19年８月17日

５億円

420万米ドル

18外-20-28 平成19年９月７日 1,600万米ドル

減額金額
0円
0円
0円
0円
0円

117.70円
(06/10/31)
117.70円
(06/10/31)
117.70円
(06/10/31)
117.70円
(06/10/31)
116.48円
(06/11/30)
116.48円
(06/11/30)
116.48円
(06/11/30)
119.11円
(06/12/29)
119.11円
(06/12/29)
121.73円
(07/01/31)
118.44円
(07/02/28)
118.44円
(07/02/28)
118.05円
(07/03/30)
119.80円
(07/04/27)

0円
0円
0円
0円
0円
0円
0円
0円
0円
0円
0円
0円
0円
0円

2,300万米ドル

18外-20-21 平成19年５月16日 700万豪ドル

(注)

減額による
訂正年月日

1,600万米ドル

18外-20-６ 平成18年11月10日

実績合計額

売出金額
(対米ドル換算
レート/期日)
117.90円
(06/09/29)
117.90円
(06/09/29)
117.70円
(06/10/31)
117.70円
(06/10/31)

0円
1.21豪ドル
(07/04/27)
121.69円
(07/05/31)
121.69円
(07/05/31)
121.69円
(07/05/31)
123.26円
(07/06/29)
123.26円
（07/06/29）
118.94円
（07/07/31）

0円
0円
0円
0円
0円
0円
0円

1,600万米ドル
３億3,830万米ドル

0円
減額総額

0米ドル

上記の各通貨の米ドル換算は付記期日現在の付記した株式会社三菱東京UFJ銀行における各対顧客電信売買
相場の仲値による。ただし、豪ドルの対米ドル換算レートとして付記した数値は、付記期日現在の株式会
社三菱東京UFJ銀行における米ドルおよび豪ドルのそれぞれの日本円に対する対顧客電信売買相場の仲値に
基づいて算出した。

【残額】(発行予定額－実績合計額－減額総額)
【安定操作に関する事項】
【縦覧に供する場所】

16億6,170万米ドル
該当なし
該当なし

― 2 ―

第一部【証券情報】
第１【募集要項】
該当事項なし。

第２【売出要項】
１【売出有価証券】
（1）【売出社債（短期社債を除く。）】
銘

ドイツ銀行 AG ロンドン 2012 年 12 月４日満期
円建て FTSE ベトナム指数連動社債
（以下「本社債」という。）(注 1)

柄

売出券面額の総額または
売出振替社債の総額

100 億円
(注 2)

売出価額の総額

100 億円
(注 2)

記名・無記名の別

無記名式

各社債の金額

100,000 円

償還期限
利

率

売出しに係る社債
の所有者の住所および
氏名または名称
摘

要

2012 年 12 月４日（ロンドン時間）
該当なし
楽天証券株式会社
東京都港区六本木六丁目 10 番１号
ドイツ証券株式会社
東京都千代田区永田町二丁目 11 番１号
（以下「売出人」という。）
本社債はいかなる証券取引所にも上場されない。本社債に関するその他の条件等に
ついては後記「3 売出社債に関するその他の条件等」を参照のこと。

（注１）本社債はドイツ銀行 AG ロンドン名で発行されるが、ドイツ銀行 AG ロンドンはドイツ銀行ロンドン支店（以下「発
行会社」又は「当社」という。）であり、本社債はドイツ銀行の債務である。
（注２）ユーロ市場で募集される本社債の券面総額は、100 億円である。
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２【売出しの条件】
売出価格

額面 100,000 円
につき 100,000 円
(注 2)

申込期間

申込単位

額面 100,000 円

申込証拠金

申込受付場所

売出人の日本におけ
る本店および各支店
(注 1)

受渡期日

2007 年 12 月４日
(日本時間)

売出しの委託を受けた者
の住所および氏名または
名称

該当事項なし

売出しの委託契約の内容

該当事項なし

2007 年 11 月６日から
2007 年 11 月 22 日まで
なし

（注１）本社債の申込および払込は、売出人の定める「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、約款に基づく取引口座の設定を申込む旨記載した申込書
を提出する必要がある。売出人との間に開設した外国証券取引口座を通じて本社債を取得する場合、約款の規定に従
い本社債の券面の交付は行わない。
（注２）本社債の申込人は、受渡期日に売出価格を円にて支払う。
（注３）本社債は発行会社のエックス・マーケッツ・プログラムに基づき、ユーロ市場で募集され、2007 年 12 月３日（以
下「発行日」という。）に発行される。
（注４）アメリカ合衆国および連合王国において設立された法人等、居住する者又はその生活の本拠を有する者に対して本
社債の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘は行わない。発行会社は本社債の売出しに関し日本国の適用法
令上の要求を遵守することを表明する。
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売出社債に関するリスク要因
本社債への投資のリターンは、ベトナム株式相場の動向により影響を受ける。かかるリスクに耐え、か
つ、そのリスクを評価しうる経験豊富な投資家のみが、本社債の投資に適している。本社債への投資を予
定する投資家は、本社債へ投資することが適当か否か判断する際に、主に以下のリスク要因を検討するべ
きである。
元本リスク
本社債は、日本円で算出される FTSE Vietnam Total Return JPY Index（以下「FTSE ベトナム指数」と
いう。）に連動し、満期償還は計算代理人により決定された満期償還金額による。その場合、各本社債の
満期償還金額は当初投資された額面金額を下回る（最小でゼロとなる）可能性がある。
為替変動リスク
本社債の連動先指数である、FTSE ベトナム指数は、ベトナム・ドン建の株式を参照しているため、日
本円で算出される FTSE ベトナム指数の水準は、日本円とベトナム・ドン為替レートにより直接影響を受
ける。したがって、各本社債権者は為替レートの変動に関するリスクを十分認識する必要がある。また、
これにより、算出された償還金額または売却金額が投資元本を割り込むことがある。
投資利回りリスク
上記「元本リスク」記載のとおり、各本社債の満期償還金額が額面金額を下回る場合には、本社債の投
資利回りがマイナスになる（すなわち、投資家が損失を被る）可能性がある。また、市場状況の変化によ
り、将来、本社債よりも有利な条件の類似する社債が同一の発行会社から発行される可能性もある。
不確実な流通市場
本社債の活発な流通市場は確立されていない。発行会社、発行会社の関連会社および売出人は、本書に
基づいて売出された本社債につき買取る義務を負うものではない。また、発行会社、その関連会社および
売出人は、特に必要性が認められない限り、本社債権者向けに流通市場を創設するために本社債の売買を
行う予定もない。したがって、本社債は非流動的であるため、本社債権者は、本社債をその償還前に売却
することができない場合がありうる。仮に本社債を売却することができたとしても、その売買価格は、
FTSE ベトナム指数または本社債の発行会社の財務状況、市場状況その他の要因により、当初の投資額を
著しく下回る可能性がある。
また、流通市場が提供された場合においても、低い流動性などの影響を受けて、現状の連動先指数のパ
フォーマンスに加えてプレミアムが発生し、参照指数のパフォーマンスから算出される本社債の理論的な
価値と本社債の流通価格に乖離が発生する可能性がある。
信用リスク
発行会社の財務状況および経営状況が著しく悪化した場合、発行会社による本社債の元金の支払に悪影
響を及ぼす可能性がある。発行会社の格付は、その債務支払能力を評価したものである。
新興国市場固有のリスク
本社債の連動先指数である FTSE ベトナム指数は、ベトナム社会主義共和国ホーチミン証券取引所に上
場する株式を対象とする指数である。同株式には、以下のような新興国市場固有のリスクが存在し、FTSE
ベトナム指数もこれらに大きな影響を受ける可能性がある。
・ 政治、法制度、社会および経済の不安定性ならびに為替管理等が行われる可能性
・ 企業の情報開示、コーポレートガバナンス、会計および規制基準等に関する法制度が未整備であった
り先進国におけるものにくらべて不十分である可能性
・ 決済制度その他のインフラストラクチャーの整備が不十分であったり不安定である可能性
・ 著しい価格変動の可能性
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中途売却価格に影響する要因
償還期日前の本社債の価値および売却価格は様々な要因に影響される。かかる要因の影響が相互に作用
し、それぞれの要因を有効に打ち消す可能性がある。以下に、他の要因が一定の場合に、ある要因だけが
変動したと仮定した場合に予想される本社債の価格への影響を例示する。
① FTSE ベトナム指数
一般的に、FTSE ベトナム指数の下落は本社債の価値に悪影響を及ぼすと予想され、また、FTSE ベト
ナム指数の上昇は、本社債の価値に良い影響を及ぼすと予想される。
② 配当利回りと保有コスト
一般的に、FTSE ベトナム指数の構成銘柄の配当利回りの上昇は、本社債の価値に良い影響を及ぼす。
逆に、FTSE ベトナム指数の構成銘柄の配当利回りの下落は、本社債の価値に悪い影響を与える。
③ 発行会社の格付
本社債の価値は、投資家による発行会社の信用度の一般的な評価により影響を受けると予想される。
通常、かかる認識は、標準的な格付機関から付与された格付により影響を受ける。発行会社に付与され
た格付が下落すると、本社債の価値の減少を招く可能性がある。
④ 中途売却価格と指数の乖離
ベトナム株式市場は先進国市場と比較して流動性に乏しい。取引所の制度により、株価の１日の値幅
制限が５％(リミットアップ・リミットダウン)とされており、同日の同一銘柄の反対売買を行うことが
できない。FTSE ベトナム指数は毎月の定期見直しで外国人保有可能比率を考慮して構成銘柄を入れ替
えるが、定期見直しの期間中に、構成銘柄の外国人保有可能比率が制限値に達する場合がある。中途売
却を行う際、発行会社はヘッジ取引のポジションを清算することがあり、その清算価格はベトナム株式
市場のこれらの影響を強く受ける可能性が考えられる。この場合、FTSE ベトナム指数と実際にヘッジ
取引の清算を行った価格をもとに算出される本社債の売却価格は、大きく乖離することがある。上方に
乖離するか、下方に乖離するかを予想することは困難である。
⑤ 日本円対ベトナム・ドンの為替変動
一般的に、円安／ベトナム・ドン高の場合は、本社債の価値に良い影響を及ぼす。逆に、円高／ベト
ナム・ドン安の場合は、本社債の価値に悪い影響を与える。
本社債に影響を与える市場活動
発行会社、ドイツ証券株式会社その他の発行会社の関連会社及び売出人は、その業務遂行上、自己勘定
で FTSE ベトナム指数の各構成銘柄を売買することがある。この売買により、FTSE ベトナム指数に影響を
及ぼし、それが結果的に本社債所持人に不利な影響を及ぼすことがありうる。
また、発行会社、ドイツ証券株式会社その他の発行会社の関連会社は、発行会社の本社債に基づく支払
債務をヘッジする目的で、自己勘定で FTSE ベトナム指数の各構成銘柄を売買することがある。この売買
により、FTSE ベトナム指数に影響を及ぼし、それが結果的に本社債所持人に不利な影響を及ぼすことが
ありうる。
税務上の取扱い
日本の税務当局は本社債についての日本の課税上の取扱いについて明確にしていない。後記「3 売出社
債に関するその他の条件等、社債の要項の概要、8. 課税上の取扱い、日本国の租税」を参照のこと。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必要がある。
潜在的利益相反
計算代理人であるドイツ銀行 AG ロンドンは本社債の発行会社である。場合によっては、発行会社とし
ての立場と、本社債の計算代理人としての立場の利害が相反することがありうる。例えば、「市場混乱事
由」の発生の有無に関する計算代理人の決定や、FTSE ベトナム指数の公表が行われなかった場合に必要
とされる計算代理人の判断に関して、そのような場合が起こりうる（後記「3 売出社債に関するその他の
条件等、社債の要領の概要、2. 償還および買入れ、(a)満期償還」の項目を参照のこと。）。ドイツ銀行
AG ロンドンは、計算代理人としての職務を忠実に遂行し、合理的な判断を下す義務を負っているが、こ
のような潜在的な利益相反が起こりうることに留意する必要がある。
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本社債に関連する一般的なリスク要因
１．償還までに支払いが行われないこと
投資予定者は、本社債が利率０％のゼロクーポン債であり、償還までに一切の支払いおよび分配が行
われないことに留意すべきである。本社債の流通市場における換金は、本社債の償還前に投資者が入手
する可能性がある唯一のリターンである。しかしながら、投資者は、この点において、以下に記載の
「時価」および「流動性の欠如」という見出しの項に記載されるリスク要因に留意すべきである。
２．特別の事情、違法性および不可抗力による繰上償還
発行会社が、発行会社の制御できない理由によって、(ⅰ)本社債に関する義務の全部若しくは一部を
履行することが違法若しくは実行不能であると判断した場合、又は(ⅱ) 発行会社が本社債にかかるヘ
ッジのための取引を維持することが適法又は実行可能ではなくなったと判断した場合、発行会社はその
裁量により、本社債を繰上償還することができる（ただし、かかる義務を負うものではない。）。発行
会社が本社債を繰上償還した場合、発行会社は、適用ある法令で許容される限りにおいて、各本社債権
者に対して、かかる違法又は実行不能な状況において本社債が有する適正な市場価値から、関連するヘ
ッジのための取引の終了にかかる発行会社のコストを差し引いた金額を各本社債について支払う。
３．市場混乱事由、調整および本社債の繰上償還
社債の要項においてその旨記載される場合、計算代理人は、関連する時点で市場混乱事由が発生した
または存在する旨決定することがある。かかる決定は、本社債の価値に影響を及ぼす連動先指数に関す
る価格評価の遅延および／または本社債に関連する決済の遅延を招くことがある。
また、社債の要項にその旨記載される場合、計算代理人は、連動先指数またはその発行者またはその
スポンサー（場合による）の後継者の決定を含む（ただしこれに限られない）、連動先指数について関
連する調整または事由を反映させるために、社債の要項の調整を行うことができる。さらに、一定の状
況下において、発行会社はかかる事由の発生後に、本社債を繰上償還することができる場合がある。こ
の場合、発行会社は、それぞれの本社債に関して社債の要項の規定に従い決定される金額（もしあれ
ば）を支払うものとする。
投資予定者は、かかる条項が本社債に適用があるか否かおよびどのように適用されるか、ならびに市
場混乱事由および関連する調整事由は何により成立するかについて確認するため、社債の要項を熟読す
べきである。
４．課税
本社債の購入および販売予定者は、本社債が譲渡される国の適用法令に従い印紙税またはその他の文
書に関する課税の支払いを要求されることがあることに留意すべきである。本社債の保有者は目論見書
の課税に関する規定に従う必要があり、目論見書にて規定される公租公課および／または費用の支払い
が、本社債に関連する支払いおよび／または引渡しのための前提条件となることがある。
購入予定者は、課税関係について疑義を有する場合、独立した自らの税務顧問に相談すべきである。
さらに、購入予定者は、関連する税務当局の税制およびその適用が随時変更されることに留意すべきで
ある。したがって、いずれかの時点において適用される課税上の取扱いを正確に予測することは不可能
である。
５．再募集価格
発行会社は、発行会社が決定する種々の金融機関およびその他の仲介業者（総称して「販売代理人」
という。）と販売契約を締結することがある。販売代理人は、一定の条件の充足を前提条件として、発
行価格に相当するかこれを下回る価格で本社債の買取引受を行うことに同意する。販売代理人は、本社
債の発行に関連して一定の費用を負担することに同意している。すべての発行済の本社債に関し、発行
会社が決定する料率にて、償還日まで（同日を含む。）の間、販売代理人に対して定期的な手数料が支
払われることがある。かかる料率は随時変更される。販売代理人は、本社債目論見書に記載され、また
関連する販売契約および目論見書の最終条件に記載される追加の販売制限によって修正および追補が行
われる、本社債の販売制限を遵守することに同意する。
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市場要因
１．市場要因
1.1 連動先指数の価値
本社債への投資は、連動先指数の価値に関するリスクを伴う。企業動向、マクロ経済要因および
投機的投資を含む様々な要因により、連動先指数の価値は常に変化し、上昇することもあれば下落
することもある。
1.2 連動先指数の過去の実績は、将来の実績を示すものではない
連動先指数の過去の実績（ある場合）は、連動先指数の将来の実績を示すものではない。連動先
指数の価値の変動は、本社債の取引価格に影響を及ぼすが、連動先指数の価値が上昇するか下落す
るかを予測することは不可能である。
1.3 連動先指数の水準の算出基準は、常に変化する
連動先指数の水準の算出基準は随時変化することがあり、いつでも本社債の時価に、したがって
決済時に支払われる現金額に、影響を及ぼす可能性がある。
1.4 連動先指数の構成要素の価値が、その価値に影響を及ぼす
いずれかの日における連動先指数の価値は、かかる日におけるその構成要素の価値を反映する。
連動先指数の構成要素の変更、および構成要素の価値に影響するかまたは影響する可能性がある要
因（本リスク要因において記載される要因を含む。）は、連動先指数の価値に影響し、したがって
本社債への投資のリターンに影響する。いずれかの一構成要素の価値の変動が、それ以外の構成要
素の価値の変動により相殺または増幅されることがある。構成要素の過去の価値（もしあれば）は、
将来の実績を示すものではない。構成要素の価値が連動先指数の価値とは別の通貨で決定される場
合、投資者は為替リスクを被ることがある。
1.5 為替レートリスク
FTSE ベトナム指数は円建てであるが、当該指数を構成する銘柄はベトナム・ドン建てである。従
って、当該指数は為替リスクを伴う点に留意すべきである。
通貨間の為替レートは、国際為替市場における需給要因により決定され、これはマクロ経済要因、
投機的投資ならびに中央銀行および政府の介入またはその他の政治的要因（為替管理および規制の
適用を含む。）の影響を受ける。為替レートの変動は、本社債の価値および本社債に関連して支払
われる金額に影響することがある。
1.6 金利リスク
本社債への投資は、本社債の決済通貨の預金金利の変動に基づく金利リスクを伴うことがある。
これは、本社債の時価に影響する。
金利は、国際資金市場における需給要因により決定され、これはマクロ経済要因、投機的投資な
らびに中央銀行および政府の介入またはその他の政治的要因の影響を受ける。短期および／または
長期金利の変動は、本社債の価値に影響することがある。
２．時価
期間中の本社債の時価は、主に、連動先指数の価値に依拠している。
本社債の時価に影響を及ぼすその他の要因には、為替レート、金利、連動先指数に関する潜在的配当、
連動先指数の水準の算出方法の変更（随時）ならびに連動先指数および本社債の将来の実績に関する市
場の予測が含まれる。
いずれかの日における連動先指数の価値は、かかる日におけるその構成要素の価値を反映する。連動
先指数の構成要素の変更、および構成要素の価値に影響するかまたは影響する可能性がある要因（本リ
スク要因において記載される要因を含む。）は、連動先指数の価値に影響し、したがって本社債の市場
価値に影響する。いずれかの一構成要素の価値の変動が、それ以外の構成要素の価値の変動により相殺
または増幅されることがある。
３．ヘッジに関する考察
リスクの中には、本社債をヘッジ目的で取得する購入者にあてはまるものもある。
連動先指数へのエクスポージャーをヘッジする目的で本社債の購入を意図している購入予定者は、か
かる方法で本社債を活用するリスクに留意すべきである。本社債の価値が連動先指数の価値の動きに連
動するという保証はなく、かかる保証が与えられる可能性はない。また、連動先指数の構成要素は時と
ともに変化する。さらに、本社債を、連動先指数の価値を直接反映する価格で処分することは不可能で
ある。したがって、本社債への投資のリターンと連動先指数への直接投資のリターンにおける相関関係
の水準についての保証はない。
本社債に関連するリスクを限定するためのヘッジ取引は成功しない可能性がある。
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４．流動性の欠如
本社債における流通市場が発展するか否かおよびその程度、または本社債が流通市場において取引さ
れる価格、または当該市場に流動性があるか否かを予測することは不可能である。本書にてその旨記載
される場合、本社債の特定の株式市場または値付システムへの上場、値付けまたは取引の認可の申請が
行われている。本社債がそのように上場、値付けまたは取引が認可されている場合、かかる上場または
値付けまたは取引の認可が維持されるという保証はない。本社債がこのようにして上場、値付けまたは
取引が認可されている可能性があるという事実は、必ずしも、かかる上場、値付けまたは取引の認可が
行われていない場合に比べて流動性が増すということにはならない。
本社債が株式市場または値付けシステムにおいて取引のために上場、値付けまたは取引が認可されて
いない場合、本社債の価格情報の入手はより困難になり、本社債の流動性が悪影響を受けることがある。
本社債の流動性は、いずれかの法域における本社債の募集および販売の制限にも影響を受けることがあ
る。
発行会社は、公開市場においてまたは買付によりまたは個別契約により、いずれかの価格および時期
において本社債を買入れることができる（ただし、かかる義務を負うものではない。）。発行会社は、
かかる方法で買入れた本社債を保有し、転売し、または消却することができる。発行会社は本社債の唯
一のマーケット・メーカーであるため、流通市場は制限される。流通市場が限られていればいるほど、
本社債の保有者が本社債の償還前に本社債の価値を実現することはより困難になる。
５．発行会社の信用力
本社債の価値は、部分的に、発行会社の信用力に対する投資者の一般的な評価により影響を受ける。
発行会社の信用力の低下の結果、本社債の価値が低下することがある。発行会社に関して倒産手続きが
開始する場合、本社債の保有者へのリターンが限定され、回収が大幅に遅れる可能性がある。
６．ドイツ銀行の信用格付、財務状況および業績が、本社債の価値に影響する可能性
ドイツ銀行の信用格付、財務状況および業績における実際のまたは予測される変化は、本社債の価値
に影響することがある。
７．ドイツ銀行およびその関連会社の役割が、利益相反を招くことがある
発行会社およびその関連会社は、随時、自己勘定およびその管理下における勘定で、連動先指数に関
わる取引を行うことがある。かかる取引は、必ずしも本社債の保有者の利益とはならず、連動先指数の
価値およびその結果として本社債の価値にプラスまたはマイナスの影響を及ぼすことがある。さらに、
発行会社およびその関連会社は、随時、計算代理人、代理人および／またはインデックス・スポンサー
等の本社債に関するその他の職務において、行為する可能性がある。さらに、発行会社およびその関連
会社は、連動先指数に関するその他のデリバティブ商品を発行することもあり、かかる競合商品の市場
への導入が本社債の価値に影響することがある。
発行会社は、目論見書にて詳述されるとおり、ヘッジ取引を行うために、本社債の発行手取金の全部
または一部を使用することがある。発行会社は、かかるヘッジ取引が通常の状況下においては本社債の
価値に重大な影響を及ぼすことはないと確信している。しかしながら、発行会社のヘッジ取引がかかる
価値に影響しないとの保証はない。
発行会社は、一定の場合（特に、発行会社が連動先指数も発行した場合）において、連動先指数のマ
ーケット・メーカーとして行為する可能性がある。かかるマーケット・メーカーの値付けにより、発行
会社自身が、広範囲で連動先指数の価格を決定し、その結果、本社債の価値に影響を及ぼすことがある。
発行会社がそのマーケット・メーカーとしての職務において値付けする価格は、かかるマーケット・メ
ーキングが不在でかつ流動性のある市場で値付けされる価格と、常に連動するわけではない。
発行会社およびその関連会社は、連動先指数の将来の募集に関連して引受会社として行為するか、ま
たは連動先指数の発行会社の財務顧問としてもしくは商業銀行業者としての職務において連動先指数の
発行会社のために行為することがある。かかる行為により利益相反が生じ、本社債の価値に影響を及ぼ
すことがある。
発行会社および／またはその関連会社は、連動先指数に関する非公開の情報を取得することがあるが、
発行会社またはそのいずれかの関連会社も、かかる情報を本社債の保有者に対して開示することを意図
していない。さらに、発行会社の一または複数の関連会社は、連動先指数に関する調査レポートを発行
する可能性がある。
かかる行為により利益相反が生じ、本社債の価値に影響を及ぼすことがある。
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３【売出社債に関するその他の条件等】
取得格付
本社債は個別には格付を取得していない。また、本社債は発行会社のエックス・マーケッツ・プログラム
に基づき発行されるが、当該プログラムは、格付を取得していない。なお、発行会社は、スタンダード・アン
ド・プアーズ・レーティングス・サービシズより AA 格、ムーディーズ・インベスターズ・サ一ビス・インク
より Aa1 格の長期発行体格付を取得している。
売出社債に関する要約
本社債は、利率０％のゼロクーポン債である。
本社債権者は、償還期日に以下の計算式に従って決定された満期償還金額（１円未満を四捨五入する。）
を受取ることになる。
満期償還金額＝最終参照価格 × 乗数
（詳細は以下の「２．償還および買入」を参照のこと。また、満期償還金額等のイメージ図については、
本書別紙を参照のこと。）
社債の要項の概要
１．利息
本社債に利息は付さない。
２．償還および買入れ
（ａ）満期償還
本書に記載の条件により、償還期日前に償還または買入消却されない限り、各本社債は、各額面金額
に対して満期償還金額で償還される。かかる償還は、償還日に行われる。
「額面金額」とは、100,000 円をいう。
「償還日」とは、2012 年 12 月４日をいう。
「満期償還金額」とは、最終参照価格評価日において計算代理人により以下の計算式により算出された
金額をいう。
最終参照価格×乗数（１円未満を四捨五入する。）
「最終参照価格評価日」とは、決定日の４取引所営業日前（同日を含む）から決定日（同日を含む）ま
での連続する５取引所営業日をいう（2007 年 11 月５日現在、2012 年 11 月 21 日、2012 年 11 月 22 日、
2012 年 11 月 23 日、2012 年 11 月 26 日、2012 年 11 月 27 日の予定)。いずれかの最終参照価格評価日
に市場混乱事由（以下に定義される。）が発生したと計算代理人が判断する場合には、当該最終参照価
格評価日は、市場混乱事由が発生しなかったならば本来最後の最終参照価格評価日であった日の後に最
初に到来する市場混乱事由が生じておらずかつ最終参照価格評価日でない取引所営業日（以下「最終参
照価格評価有効日」という。）になるものとする。ただし、本来最後の最終参照価格評価日であった日
の直後の３取引所営業日の間に最終参照価格評価有効日が生じない場合には、市場混乱事由にかかわら
ず、また既に最終参照価格評価日であることと関係なく、かかる３取引所営業日目の日を最終参照価格
評価日とみなす。この場合、計算代理人は、市場の状況、連動先指数および（入手可能な場合は）連動
先指数の各構成銘柄の最後に報告、公表又は取引された価格、及び計算代理人が重要であると判断する
その他の要因を考慮して、市場混乱事由がなければかかる３取引所営業日目の日に取引されていたであ
ろうと計算代理人により決定される価格に基づいて当該最終参照価格評価日における参照価格を決定す
る。
「取引所営業日」とは、取引所が取引を行う日をいい、取引所が平日の通常の終了時刻の前に終了する
日を除く。
「取引所」とは、ホーチミン証券取引所をいう。
「参照価格」とは、参照源において公表されたものとして計算代理人が決定する、各日における連動先
指数の終値（円建て）をいう。ただし、後記「(b) 調整事由 (iii) 指数に対する調整」に記載の調整
を受ける。
「参照源」とは、ブルームバーグ・エルピーの”TFVTTJ <Index>”ページをいう。
「最終参照価格」とは、最終参照価格評価日における、参照価格の平均値（小数点以下第３位四捨五
入）をいう。かかる価格は、計算代理人の裁量により決定され、その後連動先指数の訂正が公表された
としても訂正は行われない。ただし、後記「(b) 調整事由 (iii) 指数に対する調整」に記載の調整を
受ける。
「連動先指数」とは、FTSE ベトナム指数（FTSE Vietnam Total Return JPY Index）をいう。
「計算代理人」とは、ドイツ銀行 AG ロンドンをいう。
「決定日」とは、償還日の５取引所営業日前の日をいう。
「乗数」とは、以下の算式に従って算出された数値をいう。
(1) 初回の乗数調整日において、以下の式により決定される。
96％×100,000 円×(100％－月次指数調整コスト－月次債券運用コスト)
当初参照価格
「当初参照価格」とは、当初参照価格評価日における、参照価格の平均値（小数点以下第３位四捨
五入）をいう。かかる価格は、計算代理人の裁量により決定され、その後連動先指数の訂正が公表
されたとしても訂正は行われない。
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「当初参照価格評価日」とは、発行日の５取引所営業日前（同日を含む）から発行日の１取引所営
業日前（同日を含む）までの連続する５取引所営業日をいう（2007 年 11 月５日現在、2007 年 11
月 26 日、2007 年 11 月 27 日、2007 年 11 月 28 日、2007 年 11 月 29 日、2007 年 11 月 30 日の予定)。
いずれかの当初参照価格評価日に市場混乱事由が発生したと計算代理人が判断する場合には、当該
当初参照価格評価日は、市場混乱事由が発生しなかったならば本来最後の当初参照価格評価日であ
った日の後に最初に到来する市場混乱事由が生じておらずかつ当初参照価格評価日でない取引所営
業日（以下「当初参照価格評価有効日」という。）になるものとする。ただし、本来最後の当初参
照価格評価日であった日の直後の８取引所営業日の間に当初参照価格評価有効日が生じない場合に
は、市場混乱事由にかかわらず、また既に当初参照価格評価日であることと関係なく、かかる８取
引所営業日目の日を当初参照価格評価日とみなす。この場合、計算代理人は、市場の状況、連動先
指数および（入手可能な場合は）連動先指数の各構成銘柄の最後に報告、公表又は取引された価格、
及び計算代理人が重要であると判断するその他の要因を考慮して、市場混乱事由がなければかかる
８取引所営業日目の日に取引されていたであろうと計算代理人により決定される価格に基づいて当
該当初参照価格評価日における参照価格を決定する。
「月次指数調整コスト」とは年率 1.50％相当額をいい、実際の月額は、各乗数調整日に関して、
直前の乗数調整日（初回の乗数調整日に関しては 2007 年 12 月４日）（同日を含む）から当該乗数
調整日（同日を含まない）までの日数（毎月 30 日の 12 ヶ月で構成される 1 年 360 日を基準として
計算されるものとし、1 ヶ月に満たない期間は実際に経過した日数によるものとする。）を 360 で
除し、1.50%を乗じて得られる数値（パーセント表示で小数点以下第６位四捨五入）とする。
「月次債券運用コスト」とは年率 1.00％相当額をいい、実際の月額は、各乗数調整日に関して、
直前の乗数調整日（初回の乗数調整日に関しては 2007 年 12 月 4 日）（同日を含む）から当該乗数
調整日（同日を含まない）までの日数（毎月 30 日の 12 ヶ月で構成される 1 年を 360 日を基準とし
て計算されるものとし、1 ヶ月に満たない期間は実際に経過した日数によるものとする。）を 360
で除し、1.00%を乗じてられる数値（パーセント表示で小数点以下第６位四捨五入）とする。
(2) ２回目以降の乗数調整日において、以下の式により決定される。
直前の乗数調整日における乗数×(100％－月次指数調整コスト－月次債券運用コス
ト)
「乗数調整日」とは、2008 年１月４日（同日を含む）から 2012 年 11 月 4 日（同日を含む）まで
の毎月４日および決定日（当日が取引所営業日でない場合には翌取引所営業日。ただし、かかる乗
数調整日の繰延は月次指数調整コストおよび月次債券運用コストの計算に際しては考慮しない）と
する。ただし、当該日に市場混乱事由が発生したと計算代理人が判断する場合には、乗数調整日は
当該日の直後に到来する、市場混乱事由が発生しなかった取引所営業日とするが、当該日からその
８取引所営業日後（ただし、最終の乗数調整日である決定日については、その３取引所営業日後）
までのいずれの取引所営業日にも市場混乱事由が発生した場合には、当該日の８取引所営業日後
（ただし、最終の乗数調整日である決定日については、その３取引所営業日後）の取引所営業日を
乗数調整日とする（ただし、最終の乗数調整日である決定日以外の乗数調整日に関しては、市場混
乱事由による乗数調整日の繰延は月次指数調整コストおよび月次債券運用コストの計算に際しては
考慮しない）。
FTSE ベトナム指数の概略
別段の定めのない限り、FTSE ベトナム指数に関する本書の記載は、公表文書に基づくものである。
FTSE ベ ト ナ ム 指 数 は 、 選 択 さ れ た ベ ト ナ ム 株 式 構 成 銘 柄 の 価 格 の 推 移 を 示 す た め に 、 FTSE
International Limited（FTSE）が計算し公表する株価指数である。FTSE ベトナム指数は、より広範に
ベトナム市場をカバーする指数で、総時価総額（投資可能ウエイト制限適用前）で上位 90％の適格ユ
ニバースで構成される、FTSE ベトナム全銘柄指数（FTSE Vietnam All-Share Index）の一部であり、
十分な外国人保有可能株比率を持つ銘柄で構成される。指数の構築に際し、ホーチミン証券取引所に完
全上場するすべてのクラスの発行済み普通株式は、他のすべての適格基準を満たしている場合、FTSE
ベトナム指数シリーズへの組み入れ対象となる。なお、転換優先株式や転換社債は転換されるまでは除
外される。株式保有やその他投資を事業として行っている企業（投資信託など）や投資ファンドで、産
業分類ベンチマーク（ICB）により株式投資会社（8985）または非株式投資会社（8995）のサブセクタ
ーに分類される企業は除外される。また、上場投信（ETF）や価格が裏付け資産の価値を直接反映する
ファンド（ユニットトラストやミューチュアルファンドなど）も ICB では非株式投資会社（8995）に分
類され、指数組み入れの対象とならない。企業の株式が部分発行あるいはニル・ペイドされ、支払い期
日がすでに決定し、周知のものとなっている場合、市場価格は時価総額の計算の目的上、こうした支払
いを反映するよう調整される（すなわち、全額払い込み済み価格）。
FTSE ベトナム指数では、指数の算出において、投資可能時価総額（投資可能ウエイト制限適用後）
に従って構成銘柄のウエイトを決定する。プライスおよびトータルリターン指数は毎営業日終了時に発
表され、ベトナム・ドン、米ドル、ユーロ、英ポンド、日本円で算出される。本社債の連動先指数とな
るのは、このうち日本円で算出されたものである。トータルリターン指数は、配当落ち調整が行われる。
FTSE ベトナム指数は、2007 年 4 月 26 日に初期値 1,000 で算出を開始した。
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FTSE ベトナム指数の投資可能ウエイトは、浮動株、株式持ち合い、外国人保有制限を調整した指数
である。浮動株制限の対象となるのは、a) 指数構成銘柄に対する取引投資で、他の構成銘柄（すなわ
ち株式持ち合い）、非構成銘柄、その他によるもの、b) 創立者、その家族、取締役による長期的な保
有、c) 従業員持ち株制度（制限があれば）、d) 政府による保有、e)ロックイン条項に制約されている、
条項期間内のポートフォリオ投資に、該当する事項である。一方で、a) ポートフォリオ投資、b) 上記
で定義された浮動株制限に相当しないノミニー保有（ADR および GDR の預かり対象を含む）、c) 投資
会社による保有は、浮動株制限の対象とはならない。浮動株制限は入手可能な公開情報を基に算出され、
浮動株比率により指数構成銘柄の初期ウエイトには（20％、30％、40％、50％、75％および 100％）の
バンドが適用される。構成銘柄の浮動株比率は、企業イベント後に浮動株比率の変更を必要とする情報
が確認された場合、必要に応じて見直され、調整される。企業イベントに指数に影響を与えるコーポレ
ートアクションが含まれる場合は、浮動株比率の変更は当該のコーポレートアクションと同時に行われ
る。コーポレートアクションがない場合は、下記のルールに従って、企業イベント後、できる限り早く
浮動株比率の変更が行われる。そのルールとは、当初の浮動株制限適用後、構成銘柄の浮動株比率に変
動がある場合は、実際の変動が上のバンドの最低より 5%ポイント上回るか、下のバンドの最高より 5%
ポイント下回る場合のみ再調整される。なおこの 5%ポイントの閾値は、変動が一つのバンドを超えた
場合には、適用されないので、20%から 50%のバンドで 10%ポイント以上の変動があるか、50%から 100%
のバンドで 25%ポイント以上の変動がある場合にはこの 5％のポイントの閾値は適用されない。外国人
保有制限がある場合は、実際の浮動株制限を算出した後、FTSE ベトナム指数シリーズ（FTSE Vietnam
Index Series）管理の基本ルール（以下「基本ルール」という。）3.2.3（別紙参照）に記したバンド
適用前に適用される。外国人保有制限が浮動株制限より制約的な場合、外国人保有制限がそのまま適用
される。外国人保有制限が浮動株制限より制約的でないかあるいは同等ならば、基本ルール 3.2.3（別
紙参照）のバンドにしたがって浮動株制限が適用される。また、構成銘柄を決定するにあたり、外国人
保有制限に加えて外国人保有可能比率も用いる。外国人保有可能比率は、企業の既存の外国人保有制限
から国外投資家が保有する現在の株式数を差し引いて算出する。たとえば、国外投資家がある企業の株
式の 32％を保有し、その企業の外国人保有制限が 49％の場合、外国人保有可能比率は 17％となる
（49％－32％＝17％）。外国人保有可能比率は整数に繰り上げられる。外国人保有可能比率が２％以下
の証券は FTSE ベトナム指数の組み入れ対象とならない。外国人保有可能比率の変更は定期見直し時に
行われる。
FTSE ベトナム指数の構成銘柄は、毎月第１金曜日の営業終了時のデータに基づき、月に１回見直さ
れる。毎月の見直しによる変更は、毎月第３金曜日の営業終了後に実施される。見直し時点で FTSE ベ
トナム指数の構成銘柄のウエイトが 15％を上回る場合、上限が設定される。定期見直しにおける証券
の組み入れと削除のルールは、FTSE ベトナム指数の構成銘柄の選択における安定性を提供すると同時
に、大幅に上昇または下落した証券の組み入れまたは削除により、指数が引き続き市場を代表したもの
となるように設計されている。FTSE ベトナム指数の適格ユニバースは、総時価総額（投資可能ウエイ
ト制限適用前）によって順位付けされる。FTSE ベトナム全銘柄指数－総時価総額で上位 88％以上、を
上回った銘柄は、定期見直しにおいて指数に組み入れられ、FTSE ベトナム全銘柄指数－総時価総額で
上位 92％以下、を下回った銘柄は、定期見直しにおいて指数から削除される。FTSE ベトナム指数は
FTSE ベトナム全銘柄指数の構成銘柄を基にし、外国人保有可能比率が２％以下の銘柄を除外したもの
である。ただし、外国人保有可能比率が 10％超に上昇した場合には、定期見直しにおいてこれらの銘
柄の組み入れが検討される。FTSE ベトナム指数は、構成銘柄数は一定に維持されるものではない。売
買停止や買収などにより上記の指数から削除された銘柄の入れ替えは行われず、また、構成銘柄の事業
再編などに伴い発生する新規発行や新会社を組み入れる余地を作り出すための指数構成銘柄の削除も行
われない。

― 12 ―

新規発行の規模が極めて大きく、これを除外することで FTSE ベトナム指数の市場指標としての有効
性が大きく損なわれる場合、FTSE はこの新規銘柄を FTSE ベトナム指数の構成銘柄として組み入れるこ
とを決定する場合がある。適格となるためには、上場後５営業日目の終了時点の総時価総額が FTSE ベ
トナム指数において５位以上となり、外国人保有可能比率が 10％より大きくなければならない。この
条件を満たす新規銘柄は上場後 10 営業日目の終了時点で FTSE ベトナム指数に組み入れられる。新規銘
柄が FTSE ベトナム指数に組み入れられた場合、その銘柄のウエイトが 15％を超えることのないよう、
上限が設定される。構成銘柄の入れ替えは、指数構成銘柄が、ホーチミン証券取引所から上場廃止とな
ったり、確約価格が得られなくなったり、買収の対象となったり、有効な構成銘柄ではなくなったと
FTSE が判断した場合に、この構成銘柄は FTSE ベトナム指数から削除され、次回の見直し日（基本ルー
ル 4.1 を参照のこと）まで代替銘柄の組み入れは行われない。構成銘柄の削除は、削除の根拠となるイ
ベントが発表された日から２日後の指数算出開始前に実施される。指数算出の終了後に行われた発表は、
通常は翌営業日に行われたものとみなす。買収の場合には、買収の申し込みが無条件であることを宣言
する発表がなされた場合にのみ、削除対象となる。また、構成銘柄は基本ルール（別紙参照）に従って
削除されるが、その後も取引が続けられている銘柄は、基本ルールの「指数の構築」に関する条件を満
たし、次の見直しによる変更の実施日と削除された日の間が最低６ヵ月以上の場合、指数への再組み込
みが検討される。合併、事業再編、複雑な買収に関して、構成銘柄が２社以上に分割される場合、分割
された各企業は適格ユニバースに残る場合には、適切な指数への組み入れ適格銘柄となる。既存の構成
銘柄が他の構成銘柄に買収された場合、買収された構成銘柄は取得の効力発生日に指数から削除される。
買収により拡大した企業は構成銘柄として残る。構成銘柄が非構成銘柄を買収した場合、買収した構成
銘柄は基本ルール 3.1（別紙参照）に定義された適格条件を満たす場合には FTSE ベトナム指数に残る。
構成銘柄が非構成銘柄に買収された場合、買収された構成銘柄は、a） ホーチミン証券取引所に上場し
ている、b) 前回の指数見直しにおいて流動性基準を満たしている、c) 外国人保有可能比率が２％より
大きい、の条件を満たす場合には FTSE ベトナム指数に残る。構成銘柄が売買停止となった場合、停止
後最長 10 営業日後までは、売買停止価格で指数に残る場合がある。構成銘柄の売買停止が停止後 10 営
業日目の正午以降も続いた場合（そして構成銘柄の削除がまだ実施されていない場合）、構成銘柄は通
常、停止後 11 営業日目に売買停止価格またはゼロ価値で指数から削除される。売買停止が構成銘柄の
損失によるものでない場合、売買停止価格で指数に残される場合も削除される場合もある。取引再開時
の規模が指数の最小構成銘柄を上回る場合、この銘柄は削除された価格で指数に復帰する。再組み込み
は取引再開初日の営業終了後に行われる。（ゼロ以外の価格で取引が停止になり）削除された構成銘柄
が、その後上場廃止され無価値とみなされる場合、株価の下落が指数に反映されるよう、（削除され
た）指数の特定日の算出に組み入れられる。この場合、この銘柄は売買停止価格で組み入れられ、その
日の株価は終値も含めゼロになる。
詳細は、末尾の基本ルールの訳文を参照されたい。
（ｂ）調整事由
（ⅰ）定義
「指数」とは、(ⅰ)FTSE ベトナム指数（本項において「主要指数」という。）、および(ⅱ)主要
指数に含まれる指数または主要指数もしくはその指数構成物（「サブ指数」という。）の計算もし
くは決定に用いられる指数を意味する。
「指数構成物」とは、当該時点において指数を構成する有価証券またはその他の資産もしくは参照
価値（サブ指数を除く。）を意味する。
「指数スポンサー」とは、(ⅰ)主要指数については、主要指数のために特定されるスポンサーを意
味し、(ⅱ)サブ指数については、当該サブ指数の決定および公表に主として責任を有すると計算代
理人によって決定された法主体を意味する。ただし、いずれの場合においても、「指数スポンサ
ー」との記述は、（以下に定義される）後継スポンサーを含むものとする。
「参照通貨」とは、(ⅰ)主要指数については、決済通貨を意味し、(ⅱ)指数構成物またはサブ指数
については、計算代理人が決定するところに従い、指数構成物またはサブ指数が値付けられもしく
は取引されている通貨またはもっとも密接に関連する通貨を意味する。
「関係取引所」とは、指数または指数構成物について、計算代理人が決定するところに従い、当該
指数または指数構成物に関するオプション取引または先物取引が取引されている全ての取引所、取
引システムまたは値付けシステムを意味する。
「関係国」とは、
（イ）参照通貨または決済通貨が法定通貨である国（またはそのうちの政治的もしくは規制上の区
域）および
（ロ）指数または指数構成物が重要な関連性を有する国（またはそのうちの政治的もしくは規制上
の区域）（何が重要であるかの決定において、計算代理人は、指数が計算されもしくは公表
されている国、指数構成物の発行者が設立されている国とすることができ、また、計算代理
人が適切と判断するその他の要素を考慮することができる。）
をいい、すべて計算代理人の決定するところによる。
「関係時刻」とは、指数または指数構成物について、連動先指数レベルを決定する目的上、関係す
る指数スポンサーが当該指数または指数構成物の価格または価値を決定する基準となる時間を意味
する。
「決済通貨」とは、日本円を意味する。
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（ⅱ）市場の混乱
計算代理人は、市場混乱事由が生じなければ社債の要項により指数のレベルを決定しなければら
ない日に市場混乱事由が生じた場合には、本項にしたがい本社債権者に合理的に可能な限りすみや
かに通知を行わなければならない。
「市場混乱事由」とは以下を意味する。
（イ）ある取引日において当該指数もしくは当該指数構成物についての関係時刻または当該指数も
しくは当該指数構成物についての関係時刻に終了する１時間の間のいずれかの時点における、
以下の事由の発生または存在
（Ａ）以下における取引の停止または取引に課せられた制限（取引所もしくは関係取引所に
より認められた制限を超えた価格変動によるかその他によるかを問わない。）
・ 取引所全体または
・ 指数もしくは指数構成物についてのもしくはこれらに関連するオプション取引も
しくは先物取引の関係取引所または
・ 指数構成物が上場されもしくは値付けられている取引所、取引システムもしくは
値付けシステム、または
（Ｂ）取引参加者が一般的に、関連する取引所において当該指数もしくは当該指数構成物に
関連するもしくはこれらの市場価格を入手するために行う取引または関係取引所にお
いて当該指数もしくは当該指数構成物についてのもしくはこれらに関連するオプショ
ン取引もしくは先物取引に関する市場価値についてのもしくはこれらを得るための取
引を行うことができなくなる事由（計算代理人が決定したところに従う。）、または
（ロ）(aa)当該取引日における当該取引所もしくは当該関係取引所における通常取引の実際の終了
時刻、またはそれより早い場合には(bb)当該取引日における関係時刻における約定のために
注文が当該取引所もしくは当該関係取引所になされなければならない提出期限（該当する場
合）より少なくとも１時間前に、当該取引所または当該関係取引所（場合による。）により、
当該繰上終了時刻が発表されていない限り、取引日における取引所または関係取引所のその
予定終了時刻より早い終了（「予定終了時刻」とは、時間外取引その他の通常の取引時間外
の取引を考慮することなく、当該取引所または関係取引所の予定されている平日の終了時刻
をいう。）、または
（ハ）関係国において銀行業務についての一般的なモラトリアムが宣言された場合
であって、計算代理人の決定によりこれらが重大である場合。何が「重大」であるかの決定におい
て、計算代理人は、本社債に関係する発行者および／またはその関係会社のヘッジ取引を含む、そ
の合理的な裁量において適切と判断する事情を考慮することができる。
（ⅲ）指数に対する調整
計算代理人は、以下の(イ)または(ロ)に基づいて計算代理人によってなされた決定について、本
項にしたがい本社債権者に合理的に可能な限りすみやかに通知を行わなければならない。
（イ）指数について以下の事由が生じた場合：
（Ａ）指数が関係する指数スポンサーによって計算され公表されないが、計算代理人に受入
可能な後継のスポンサー（「後継スポンサー」という。）によって計算され公表され
る場合、または
（Ｂ）計算代理人の判断によれば指数の計算において用いられているものと同一かほぼ類似
する計算式および計算方法を用いる後継の指数に置き換えられた場合
これらのいずれの場合においても、指数は、場合により、当該後継スポンサーにより計算さ
れ公表される指数または当該後継の指数を指すものとみなされる。
（ロ）もし
（Ａ）計算代理人が商品要項により指数のレベルを決定することが要求される日以前に、関
係する指数スポンサーまたは該当する場合には後継スポンサーが、(ⅰ)当該指数を計
算する計算式もしくは計算方法に重要な変更を行うか行うと発表した場合もしくはそ
の他の方法により当該指数に重大な変更を加える場合（構成株式および資本総額の変
更その他の通常の事由における当該指数を維持するための当該計算式もしくは計算方
法に定められた修正を除く。）（「指数修正」という。）または(ⅱ)当該指数が完全
に廃止された場合（「指数廃止」という。）または(ⅲ)当該指数を計算し公表するこ
とができない場合（「指数障害」という。）であり、いずれの場合においても、本項
(イ)(Ａ)または(イ)(Ｂ)が適用されない場合、
発行者は、以下の(Ｂ)または(Ｃ)に規定された行為を行うことができる。
（Ｂ）計算代理人に対して、当該指数の公表されたレベルの代わりに、指数修正、指数廃止
または指数障害の直前に効力を有していた当該指数を計算するための計算式および計
算方法に従い、かつ指数修正、指数廃止または指数障害の直前に当該指数を構成して
いた指数構成物のみを用いて、計算代理人により決定される当該日における当該指数
のレベルを用いて、当該日における当該指数のレベルを決定するよう要求すること、
または
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（Ｃ）本項にしたがい本社債権者に通知を行うことにより、本社債を償還すること。本社債
がこれにより償還される場合、発行者は、各本社債権者に対し、当該本社債権者によ
って保有されている各本社債について、すべて計算代理人によりその合理的な裁量に
より決定されるところにしたがい、状況により、指数修正、指数廃止または指数障害
を考慮に入れた本社債の公正な市場価格から、関連するヘッジ取引を手じまうために
必要な発行者および／またはその関係会社の費用を控除した額に等しい金額を支払わ
なければならない。支払は、本項に従い本社債権者に通知された方法により行われる。
指数の計算に関する規定が、本書において規定されている場合、疑義を避けるために、当該
セクションにおいて規定されている全ての規定は、当該指数がどのように計算されるかにつ
いての不可分の一部であり、当該規定（適用パーセントの変更その他のそこに定められた条
項による修正を含むがこれらに限られない。）に従った当該指数の計算はいかなる場合にお
いても本項(ロ)(Ａ)において言及される指数修正を構成することはなく、本項(ロ)による計
算代理人による決定を必要ならしめるものでもない。
（ハ）計算代理人は、その趣旨の書面による請求を受領した後合理的に可能な限りすみやかに、本
社債権者に対して、当該請求の受領日以前に生じた本項にしたがって計算代理人によってな
された全ての決定を通知しなければならない。計算代理人は、当該決定の写しを本社債権者
の閲覧に供さなければならない。
（ｃ）特別の事情、違法性及び不可抗力による繰上償還
当社が、当社の制御できない理由によって、(ⅰ)本社債に関する義務の全部若しくは一部を履行する
ことが違法若しくは実行不能であると判断した場合、又は(ⅱ)当社が本社債にかかるヘッジのための取
引を維持することが適法又は実行可能ではなくなったと判断した場合、当社は当社の裁量により、本社
債権者に対して後記「10．通知の方法」に従った通知をすることによって、本社債を繰上償還すること
ができる（ただし、かかる義務を負うものではない。）。
本書「第 2 売出要項、3. 売出社債に関するその他の条件等」に記載の本社債に関する条件（以下
「本社債の要項」という。）に効力を有しない条項がある場合、他の条項の効力には一切影響はないも
のとする。
当社が本社債を繰上償還した場合、当社は、適用ある法令で許容される限りにおいて、各本社債権者
に対して、かかる違法又は実行不能な状況において本社債が有する適正な市場価値から、関連するヘッ
ジのための取引の終了にかかる当社のコストを差し引いた金額を各本社債について支払う。上記の金額
は、計算代理人がその単独のかつ絶対的な裁量によって決定する。
本社債権者に対する支払いの方法は、後記「10．通知の方法」に従って通知される。
（ｄ）本社債の買入れ
当社は、いつでもその選択により、公開市場で、又は公開買付け若しくは相対取引の方法で、本社債
を買入れることができる（ただし、かかる義務を負うものではない。）。当社は、買入れた本社債を保
有、転売又は消却することができる。
（ｅ）発行会社の交替、事務所の変更
当社、又は当社と交替した会社は、いつでも、以下の条件に従う限りにおいて、本社債権者の同意を
得ずに、本社債に基づく債務の主債務者たる地位を当社の子会社又は関連会社（以下「代替会社」とい
う。）と交替することができる。
（ⅰ）本社債に関する代替会社の債務が、ドイツ銀行によって保証されること（同社が代替会社である
場合を除く。）。
（ⅱ）本社債が、代替会社の適法、有効かつ拘束力ある義務であることを確保するために必要となる行
為、条件及び事柄（必要となる同意の取得を含む。）が、実施、充足及び実行され、かつ完全に
効力を有していること。
（ⅲ）当社が、かかる交替の日の少なくとも 30 日前に後記「10．通知の方法」に従った通知を本社債
権者に対して行うこと。
交替が当社についてなされた場合、本社債の要項における当社への言及は、以後代替会社についての
言及と解釈されるものとする。
当社は、本社債権者に対して後記「10．通知の方法」に従った通知をなすことにより、本社債に関す
る業務を取り扱う事務所を、かかる通知で特定される日に変更する権利を有する。ただし、かかる通知
がなされるまでは、一切変更がなされてはならない。
３．支払
（ａ）支払の方法
本社債に関する本社債権者への全ての支払は、決済機関に対する送金により当該決済機関が本社債権
者に対して分配を行うための資金を支払うことにより行われる。決済機関に対する支払いは、当該決済
機関の規則に従って行われる。
当社は、決済機関またはその指名する者に対して支払を行うことにより、支払われた金額に関する支
払義務について免責される。決済機関に本社債の一定数の保有者として登録されている者は、当社が決
済機関またはその指名する者に対してなした支払について、各決済機関に分配を求める権利のみを有す
る。
本社債に関する全ての支払いは、支払地において適用ある法令および後記「8．課税上の取扱い」の
規定に服するものとする。

― 15 ―

決済機関の規則により、本社債権者への支払が本社債の支払通貨によって行うことができない場合に
は、当該支払は当該決済機関が口座保有者への支払に主に用いる通貨によって行われるものとし、当該
通貨への換算は、計算代理人が適切であると合理的に判断する情報源を参照して計算代理人が決定する
為替相場を用いて行うものとする。
（ｂ）本社債券及び利札の呈示
本社債券に関する元金及び利息の支払は上記(a)に規定する方法及び本社債券に規定された方法によ
り、いずれかの代理人の決められた事務所において、本社債券の呈示又は引渡（場合による。）に対し
て行われる。本社債券の呈示又は引渡に対して行われた支払いの記録は、各代理人が元本の支払いと利
息の支払いを区分した上で本社債券上に行い、かかる記録は当該支払いがなされたか否かについての推
定効果を有する証拠となるものとする。
本社債券の保有者が元本及び/又は利息の支払いを受ける権限を持つ唯一の者とし、当社は本社債券
の保有者に対してなした支払いについて免責される。決済代理人に本社債の一定額の保有者として登録
されている者は、当社が本社債券の保有者又はその指名する者に対してなした支払について、各決済代
理人に分配を求める権利のみを有する。
（ｃ）支払営業日
本社債権者は、本社債に関する金員の支払期日が営業日でない場合、各支払場所における翌営業日ま
で支払を受領できないものとし、かかる遅延に関する利息又はその他の金員を受領することはできない
ものとする。
４．パリ・パス条項
本社債は当社の非劣後的かつ無担保の契約上の債務であり、相互に同順位であり、かつ、本社債が発行
される日現在において、発行会社の他のすべての現在および将来の無担保かつ非劣後的債務（契約に基づ
くもの）と同順位である。ただし、法令上の優先的債務およびその他法令により優先される債務を除く。
５．期限の利益喪失事由
各本社債権者は、下記のいずれかの事由が発生し存続する場合、保有する本社債につきただちに償還金
額（額面金額の 100％）に未払利息（もしあれば）を付して償還することを、当会社に通常の営業時間内
における通知により請求することができる。
(ⅰ)支払義務の不履行：当社が、本社債に関する支払を支払期日から 30 日以内に行わないとき。
(ⅱ)他の義務の不履行：当社が、本社債に基づく他の義務を履行せず、かつかかる不履行が、当社が発行
済本社債の額面総額の 10 分の 1 以上を有する本社債権者から通知を受領してから 60 日間を超えて継
続したとき。
(ⅲ)支払停止：当社が、一般的に支払いを停止したとき。
(ⅳ)倒産等：当社の設立地を管轄する裁判所が破産又は破産若しくは類似手続の回避のための和議手続を
当社の資産に対して開始し、又は当社が当社の資産に関し当該手続の開始を申請したとき。
６．社債権者集会に関する事項
本社債に関する 2007 年 11 月５日付募集目論見書（Offering Circular）には、本社債の要項の規定を
修正することを含む本社債に関する事項を検討するため社債権者集会を招集する規定が存在する。社債権
者集会の特別決議により承認された場合、本社債の要項の修正を行うことが可能となる。当社は社債権者
集会を招集することができ、また、発行済本社債の額面総額の 10 分の 1 を下回らない本社債を保有する
本社債権者の書面による請求がある場合、当社は社債権者集会を招集する。特別決議を行う社債権者集会
の定足数は、発行済本社債の額面総額の過半数以上を保有する若しくはこれを代表する 2 人以上の適格者
（本社債についての投票用紙の保有者、及び投票指示書において指名された代理人）の出席、又は延期さ
れた社債権者集会では、保有数に関わりなく、本社債権者であるか本社債権者を代表する 2 人以上の者の
出席とする。但し、本社債の要項の特定部分の変更については、発行済本社債の額面総額の 4 分の 3 以上
を保有する若しくはこれを代表する 2 人以上の者の出席、又は延期された社債権者集会では、発行済本社
債の額面総額の 4 分の 1 以上を保有する若しくはこれを代表する 2 人以上の者の出席する社債権者集会に
おける特別決議をもってなしうるものとする。かかる社債権者集会で可決されたいかなる特別決議も、出
席の有無にかかわらず、すべての本社債権者を拘束する。「特定部分の変更」とは、本社債に関する元本
若しくは利息の定められた支払日の変更、本社債に関するいずれかの日に支払われる元本若しくは利息の
減額若しくは支払いの中止、本社債に関する利息若しくは支払金額の計算方法若しくは当該支払日の変更、
本社債における支払通貨の変更、社債権者集会の特別決議の可決に必要な要件の変更、特別決議にかかる
提案がなされる社債権者集会の延期に関する規定の変更、又は本社債の要項の特定部分の変更の取扱に関
する条項の変更をいう。
７．本社債の要項の変更
当社は、以下に定める場合、適用される法律によって許容される範囲において、本社債の要項の企図さ
れた商業的な目的を維持又は保護するために、当社が合理的に必要と認識する方法によって、本社債権者
の同意を得ずに、本社債の要項を変更することができる。変更が(ⅰ)本社債権者の利益に重大な悪影響を
及ぼすものではない場合、(ⅱ)形式的、些末的若しくは技術的なものである場合、(ⅲ)明白な誤りを訂正
するものである場合又は(ⅳ)本社債の要項に含まれる不完全な条項を治癒、訂正、若しくは補充すること
を意図する場合。
かかる変更に関する通知は、後記「10．通知の方法」に従って本社債権者に対して行われ、通知の不達
又は不受領は、かかる変更の効力に何ら影響を及ぼさない。
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８．課税上の取扱い
各本社債に関して、本社債権者は本社債の要項で定められる全ての社債権者費用（本社債に関する、全
ての公租公課。本社債の償還等に要する一切の支払いに関して生じる、(ⅰ)適用される預金証券手数料若
しくは取引手数料、(ⅱ)印紙税、(ⅲ)印紙税留保税、(ⅳ)発行、登録、社債券の譲渡、及び/又はその他
の税金を含む。）を支払わなければならない。本社債に関する全ての支払い、又場合によっては引渡しは、
いかなる場合においても、適用ある全ての財政関連法令その他の法令（適用される限り、一切の公租公課
を控除若しくは源泉徴収する又はそれらを賦課する法律を含む。）に従うものとする。各本社債権者が保
有する本社債にかかる所有、譲渡、支払い、及び/又は引渡しの結果として又は関連して課される、全て
の公租公課、源泉徴収その他一切の支払いについて、当社は義務を負わず、当該本社債権者が支払い義務
を負うものとする。当社は、本社債権者に対する支払い額、又は場合によってなされる引渡しから、かか
る公租公課、源泉徴収その他の支払を計上するために又は支払うために必要な金額又は割合を、控除又は
源泉徴収することができる（ただし、かかる義務を負うものではない。）。各本社債権者は、保有する本
社債に関して、上記の公租公課、源泉徴収その他の支払について、当社が被る又は当社に発生する損害、
費用その他一切の債務を補償するものとする。
総論
本社債の買主及び/又は売主は、取引地の法律及び実務慣行に従って、本社債の発行価額又は購入価額
（もし異なる場合）に加えて、印紙税及びその他の費用を支払わなければならない場合がある。本社債に
関わる取引（購入、譲渡、権利の行使若しくは不行使又は償還を含む。）、本社債に関する利息の発生又
は受領、及び本社債権者の死亡は、本社債に投資しようとする投資家にとって課税の要因となる場合があ
る。これらの事由は、各投資家の税務上の立場により、印紙税、印紙税準備税、所得税、法人税、営業税、
キャピタルゲイン課税、源泉徴収税、連帯課徴金及び相続税に関係しうる。
本社債に投資しようとする投資家は、本社債に関わる取引の税務上の帰結について、各自の税務顧問に
相談することが望ましい。
ドイツにおける印紙税及び源泉徴収
本項は、一般的な説明のためのもので、現時点のドイツ法に基づくものである。以下の説明はドイツに
おける税務のうち、本社債に適用されうる特定の側面を要約したものであって、本社債の購入、所有、譲
渡又は償還の判断に関連しうる全ての税務事項を包括的に記載したものではない。特に、本項における一
般的な要約は、特定の買主が該当しうる特定の事実関係又は状況を考慮していない。本社債に投資しよう
とする投資家は、本社債の購入、所有、譲渡、権利の行使若しくは不行使又は償還についての税務上の処
遇について疑問を持った場合には、それぞれの状況に応じ、各自の税務顧問に相談をすべきである。
本社債の発行、作成、及び引渡しの場所にかかわらず、本社債の購入又は販売について、ドイツの印紙
税、付加価値税、又は類似の税金若しくは費用は課されない。
本社債権者に対する利息の支払い（もしあれば）が、事務所がドイツにある代理人によってなされる場
合、ドイツにあるその他の金融機関によってなされる場合、又は当社によってドイツからなされる場合に
は、源泉徴収税が課されうる。
英国における印紙税及び源泉徴収税
本項は、一般的な説明のためのものであり、現時点の制定法及び英国国内歳入実務に基づくものである。
以下の説明は英国における税務のうち、本社債に適用されうる特定の側面を要約したものであって、本社
債の購入、所有、譲渡又は償還の判断に関連しうる全ての税務事項を包括的に記載したものではない。特
に、本項における一般的な要約は、特定の買主が該当しうる特定の事実関係又は状況を考慮していない。
本社債に投資しようとする投資家は、本社債の購入、所有、譲渡、権利の行使若しくは不行使又は償還に
ついての税務上の処遇について疑問を持った場合には、それぞれの場合に応じ、各自の税務顧問に相談を
すべきである。
本社債の買主は、本社債の購入価格に加えて、購入した地の法律及び実務慣行に従って、印紙税及びそ
の他の公租公課を支払わなければならない場合がある。
本社債券は、支払の対価又は社債の価格に対して、英国印紙税が発行時に課税される証書に該当しうる
ことを、本社債に投資しようとする投資家は認識すべきである。しかしながら、本社債券は英国外で作成
及び引渡され、権利実現以外の目的で英国内に持ち込まれる予定はない。本社債券が英国外で保有される
限りにおいて、英国印紙税又はこれにともなう利息若しくは罰金を支払う必要はない。しかしながら、仮
に本社債券が（例えば、権利実現の目的において）英国内に持ち込まれた場合には、本社債券について英
国印紙税を支払う必要が生じうる（ただし、除外事由又は免除事由に該当しうる。）。更に、英国外で作
成される本社債券が結果として英国に持ち込まれ、これに印紙が貼られる場合、本社債券作成の日から
30 日以内に印紙が貼られない限り（この期間内に印紙が貼られた場合には利息は発生しない。）、本社
債券作成の日から 30 日経過した日から印紙が貼られた日までの期間に対応する利息が、未払いの印紙税
額について発生する。英国外で本社債券が作成され、その後英国に持ち込まれて印紙が貼られる場合には、
本社債券が英国に持ち込まれてから 30 日以内に印紙が貼られる限り、罰金は発生しない。本社債券に英
国印紙税が課される場合、適法に印紙が貼られない限り、英国の裁判所における民事手続においては、
（刑事手続と異なり、）本社債券に証拠能力は認められない。上記説明は発行時における英国印紙税につ
いてのものである。本社債について支払われる利息、本社債の発行時割引、及び/又は本社債の償還若し
くは権利の行使による手取金については、英国源泉徴収税は課されない。
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居住者に対する課税上の取扱い
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。
日本国の租税に関する現行法令(以下「日本の税法」という。)上、本社債は公社債として取り扱われる
べきものと考えられるが、その取扱いが確定しているわけではない。仮に日本の税法上、本社債が公社債
として取り扱われなかった場合には、本社債に対して投資した者に対する課税上の取扱いは、以下に述べ
るものと著しく異なる可能性がある。さらに、日本の税法上、本社債のように支払が不確定である社債に
関して、その取扱いを明確に規定したものはない。日本の税務当局は、先物・先渡・オプション取引のよ
うなデリバティブ取引の要素を含んだ社債については、ある特定の条件下においては、当該社債を保有す
る法人では、その社債を当該構成要素別に区分し、処理を行うことを認める見解を採用している。しかし、
全く疑義無しとはされないものの、本社債にはかかる原則的な取扱いの適用はないものと解されている。
将来、日本の税務当局が支払が不確定である社債に関する取扱いを新たに取り決めたり、あるいは日本の
税務当局が日本の税法について異なる解釈をし、その結果本社債に対して投資した者の課税上の取扱いが、
以下に述べるものと著しく異なる可能性がある。
償還差損益
本社債の償還により支払を受ける金額が本社債の取得価額を超える場合のその差額は、明確な規定がな
いため、全く疑義無しとはしないが、償還差益として取り扱われるものと思われる。償還差益として取り
扱われ、かつ、所得が日本国の居住者である個人に帰属する場合は雑所得として取り扱われ、総合課税の
対象となる(所得税法第 35 条第１項、所得税基本通達 35-1(3))。個人の総合課税の税率は超過累進税率
となっており、日本の税法上の最高税率は 50％(40％の国税と 10％の地方税)である。
また当該償還差益が日本国の内国法人に帰属する場合は、償還差益は課税所得に含められ、日本国の所
得に関する租税の課税対象となる。本社債の償還により支払を受ける金額が本社債の取得価額を下回る場
合のその差額は、明確な規定がないため、全く疑義無しとはしないが、償還差損として取り扱われるもの
と思われる。償還差損が日本国の居住者である個人に帰属する場合は家事上の損失もしくは利子所得を得
るための支出とする見解がみられるが、それによると、個人投資家において発生した償還差損は課税上な
いものとみなされることとなる。また当該償還差損が日本国の内国法人に帰属する場合は、償還差損は日
本国の所得に関する租税の課税対象となる課税所得から差し引かれる。
譲渡による損益
本社債には利子が付されていないため、本社債の譲渡による所得については、租税特別措置法第 37 条
の 16、租税特別措置法施行令第 25 の 15 及び租税特別措置法施行規則第 18 の 16 に基づきその譲渡に関
する損益は総合課税の対象となる。償還前の本社債の譲渡に関して、かかる規定が適用されるものと考え
られる。また譲渡者が内国法人である場合は、当該所得は日本国の所得に関する租税の課税対象となる。
外国法人・非居住者の場合
外国法人の発行する社債から生ずる利息および償還差益は、日本国に源泉のある所得として取り扱われ
ない。したがって、本社債に係る利息および償還差益で、日本国の非居住者である個人および日本国に恒
久的施設を持たない外国法人に帰属するものは、通常日本国の所得に関する租税は課されない。同様に、
本社債の譲渡により生ずる所得で非居住者である個人および日本国に恒久的施設を持たない外国法人に帰
属するものは、日本国の所得に関する租税は課されない。
９．準拠法
本社債については英国法を準拠法とし、同法に従って解釈される。いかなる者も、本社債のいかなる条
項又は条件を強制する権利を 1999 年契約（第三者の権利）法に基づいて保有することはない。しかし、
このことは、同法とは関係なく存在する又は行使可能であるいかなる者の権利又は救済手段にも影響を及
ぼすものではない。
10．通知の方法
決済代理人からの本社債権者に対する通知のために決済代理人に対して交付された通知は、本社債権者
に対する通知として有効なものとする。但し、本社債がいずれかの証券取引所に上場され、又はいずれか
の法域で公募されている限りにおいて、本社債権者に対する全ての通知は、各証券取引所及び各法域の規
則及び法令に従って公告されるものとする。
上記に従ってなされた通知は、決済代理人に対して交付された場合には、当該決済代理人（決済代理人
が複数の場合には全ての決済代理人）宛てに交付されてから 3 日目に効力を生じる。公告がなされた場合
には（交付したか否かにかかわらず）公告日に、複数回公告された場合には最初に公告された日に、もし
複数の新聞において公告する必要がある場合には全ての新聞に最初に掲載された日に、それぞれ効力を生
じる。
11．その他
当社による判断
本社債の要項に基づいて当社によってなされたいかなる判断も、（明白な誤りがある場合を除き、）最
終的、終局的でありかつ本社債権者に対して拘束力を有するものとする。
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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
(2006年度)

自
至

平成18年１月１日
平成18年12月31日

平成19年６月30日
関東財務局長に提出

２【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度
自
(2007年度中) 至

平成19年１月１日
平成19年６月30日

平成19年９月28日
関東財務局長に提出

３【臨時報告書】
該当なし
４【訂正報告書】
該当なし

第２【参照書類の補完情報】
該当なし

第３【参照書類を縦覧に供している場所】
該当なし
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第四部【保証会社等の情報】
第１【保証会社情報】
該当事項なし。

第２【保証会社以外の会社の情報】
該当事項なし。

第３【指数等の情報】
１【当該指数等の情報の開示を必要とする理由】
本社債は、満期償還金額が FTSE ベトナム指数の水準により決定されるため、FTSE ベトナム指数について
の開示を必要とする。
２【当該指数等の推移】
FTSE ベトナム指数の過去の推移（FTSE ベトナム指数の終値ベース）
（単位：円）

最近５ヶ月間の
月別最高・最低値

月別

2007年５月
（注１）

2007年６月

2007年７月

最高

1,185.10

1,183.78

1,130.36

最低

1,184.76

1,132.32

956.01

2007年９月
（注２）

2007年10月

988.24

1,054.43

1,131.28

892.15

902.61

1,030.08

2007年８月

（注１）５月の数値は、５月 30 日～５月 31 日のデータを参照。
（注２）９月に FTSE ベトナム指数の基本ルールが改正され、構成銘柄の選択方法等も変更となっている点留意されたい。

出所：ブルームバーグ・エルピー

FTSE ベトナム指数の過去の推移は FTSE ベトナム指数の将来の動向を示唆するものではなく、本社債の時
価の動向を示すものでもない。過去の上記の期間において FTSE ベトナム指数が上記のように変動したこと
によって、FTSE ベトナム指数および本社債の時価が本社債の償還まで同様に推移することも示唆するもの
ではない。
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[別紙]

償還価格は償還日における最終の乗数（M60）と最終参照価格の積で計算される。また、償還価格は額面金額の
100％ではなく、額面金額の96％に基づいて計算される。従って、満期償還期日においてFTSEベトナム指数が
当初参照価格を上回ることとなった場合でも、償還価格は、FTSEベトナム指数の上昇幅を下回ることになる点
に留意すべきである。

償還価格は償還日における最終の乗数（M60）と最終参照価格の積で計算される。また、償還価格は額面金額の
100％ではなく、額面金額の96％に基づいて計算される。従って、満期償還期日においてFTSEベトナム指数が
当初参照価格と同一価格の場合、償還価格は当初より低くなる点に留意すべきである。
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償還価格は償還日における最終の乗数（M60）と最終参照価格の積で計算される。また、償還価格は額面金額の
100％ではなく、額面金額の96％に基づいて計算される。従って、満期償還期日においてFTSEベトナム指数が
当初参照価格を下回ることとなった場合、FTSEベトナム指数の下落幅を下回ることになる点に留意すべきであ
る。

初回乗数調整日においては、以下の式により決定される。
96％×100,000 円×(100％－月次指数調整コスト－月次債券運用コスト)
当初参照価格
２回目以降の乗数調整日においては以下の式により決定される。
直前の乗数調整日における乗数×(100％－月次指数調整コスト－月次債券運用コスト)
乗数の調整は月次に行われる。
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FTSE ベトナム指数シリーズ
(FTSE Vietnam Index Series)
管理の基本ルール
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セクション1

1.0

序説

1.1

概要

1.2

1.1.1

本書では、FTSEベトナム指数シリーズ(FTSE Vietnam Index Series)の管理の基本ルール
について説明する。本基本ルールのコピーはFTSEのウェブサイト、www.ftse.comより入手
できる。

1.1.2

FTSEベトナム指数シリーズは、ベトナム市場のパフォーマンスを示すために設計されたもの
で、投資家に包括的かつ相互補完的な指数シリーズを提供する。

FTSEベトナム指数シリーズ(FTSE Vietnam Index Series)
FTSEベトナム指数シリーズには以下の指数が含まれる。:
1.2.1

FTSEベトナム指数(FTSE Vietnam Index)
FTSE ベトナム指数は、FTSE ベトナム全銘柄指数(FTSE Vietnam All-Share Index)の一部
であり、十分な外国人保有可能比率を持つ銘柄で構成される。

1.2.2

FTSEベトナム全銘柄指数(FTSE Vietnam All-Share Index)
より広範にベトナム市場をカバーする指数で、総時価総額(投資可能ウエイト制限適用前)で
上位 90%の適格ユニバースで構成される。

1.2.3

FTSEベトナム指数シリーズでは、指数の算出において、投資可能時価総額(投資可能ウエ
イト制限適用後)に従って構成銘柄のウエイトを決定する。

1.2.4

プライスおよびトータルリターン指数は毎営業日終了時に発表され、ベトナム・ドン、米ドル、
ユーロ、英ポンド、日本円で算出される。トータルリターン指数は配当落ち調整が行われる。

1.2.5

FTSEベトナム指数シリーズは、2007年4月26日に初期値1,000で算出を開始した。
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セクション2
2.0

管理責任

2.1

FTSE International Limited (FTSE)

2.2

2.1.1

FTSEは、FTSEベトナム指数シリーズの運営に責任を負う。FTSEは全構成銘柄の時価総額
の記録を保存し、本基本ルールに従って構成銘柄およびそのウエイトの変更を行う。FTSE
は定期見直しを行い、本基本ルールに基づき必要とされる構成銘柄の変更を行う。

2.1.2

構成銘柄のウエイト変更は本基本ルールに従ってFTSEが行う。FTSEはすべての構成銘柄
のウエイト変更を発表し、その記録を保存する責任を負う。

再計算
2.2.1

2.3

FTSEベトナム指数シリーズは、重大と考えられる誤りや歪みが生じた場合には必ず再計算
される。このことはFTSEベトナム指数シリーズのユーザーに適切なメディアを通じて報告さ
れる。

本基本ルールの位置付け
2.3.1

本基本ルールは、公表時点において実施されているFTSEベトナム指数シリーズ運営管理
の方針および手順の手引書であり、FTSEが作成、承認したものである。ただし、これらの方
針および手順とその正確な適用は、変更や定期見直しの対象となる。

2.3.2

本手引書を公表する目的は、現在行われているFTSEベトナム指数シリーズの算出と発表
に関する決定の一般的基準についての情報を提供することにある。

2.3.3

本手引書の目的、そして本書に記載された方針および手順の変更や定期見直しの可能性
に鑑み、不注意であれ、FTSE(または本手引書の作成や公表に関わるいかなる人物)が認
めた結果であれ、下記の事項によって生じた損失、損害、賠償要求、費用に対していかなる
責任も負わない。
a)
b)
c)
d)

本手引書への依存
本手引書の誤りまたは不正確な点
本手引書に記載された方針または手順の不適用、あるいは誤った適用
編集や構成銘柄のデータの誤りや不正確な点
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セクション3
3.0

指数の構築

3.1

適格証券

3.2

3.1.1

ホーチミン証券取引所に完全上場するすべてのクラスの発行済み普通株式は、他のすべて
の適格基準を満たしている場合、FTSEベトナム指数シリーズへの組み入れ対象となる。

3.1.2

転換優先株式や転換社債は転換されるまでは除外される。

3.1.3

株式保有やその他投資を事業として行っている企業(投資信託など)や投資ファンドで、産業
分類ベンチマーク(ICB)により株式投資会社(8985)または非株式投資会社(8995)のサブセク
ターに分類される企業は除外される。

3.1.4

上場投信(ETF)や価格が裏付け資産の価値を直接反映するファンド(ユニットトラストやミュ
ーチュアルファンドなど)もICBでは非株式投資会社(8995)に分類され、指数組み入れの対
象とならない。

3.1.5

企業の株式が部分発行あるいはニル・ペイドされ、支払い期日がすでに決定し、周知のもの
となっている場合、市場価格は時価総額の計算の目的上、こうした支払いを反映するよう調
整される(すなわち、全額払い込み済み価格)。

投資可能ウエイト
3.2.1

FTSEベトナム指数シリーズ(FTSE Vietnam Index Series) は、浮動株、株式持ち合い、外国
人保有制限を調整した指数である。以下の項目に該当する事項は浮動株制限の対象とな
る。
a)
指数構成銘柄に対する取引投資で、他の構成銘柄(すなわち株式持ち合い)、非構成
銘柄、その他によるもの
b)
創立者、その家族、取締役による長期的な保有
c)
従業員持ち株制度(制限があれば)
d)
政府による保有
e)
ロックイン条項に制約されている、条項期間内のポートフォリオ投資

3.2.2

以下の項目に該当する事項は浮動株制限の対象とならない
a)
b)
c)

3.2.3

ポートフォリオ投資
上記の3.2.1で定義された浮動株制限に該当しないノミニー保有(ADRおよびGDRの
預かり対象を含む)
投資会社による保有

浮動株制限は入手可能な公開情報を基に算出される。指数構成銘柄の初期ウエイトには
下記の変更幅が適用される。
a)
浮動株比率が15%以下
= ルール3.2.4参照
b)
浮動株比率が15%より大きく、20%以下
= 20%
c)
浮動株比率が20%より大きく、30%以下
= 30%
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セクション 3
d)
e)
f)
g)

3.3

3.4

浮動株比率が30%より大きく、40%以下
浮動株比率が40%より大きく、50%以下
浮動株比率が50%より大きく、75%以下
浮動株比率が75%より大きい

=
=
=
=

40%
50%
75%
100%

3.2.4

浮動株比率が5%より大きく15%以下の銘柄は指数の組み入れ対象となる。実際の浮動株比
率は整数に繰り上げられる。

3.2.5

構成銘柄の浮動株比率は、企業イベント後に浮動株比率の変更を必要とする情報が確認
された場合、必要に応じて見直され、調整される。企業イベントに指数に影響を与えるコー
ポレートアクションが含まれる場合は、浮動株比率の変更は当該のコーポレートアクションと
同時に行われる。コーポレートアクションがない場合は、下記のルール3.2.6に従って、企業
イベント後、できる限り早く浮動株比率の変更が行われる。

3.2.6

当初の浮動株制限適用後、構成銘柄の浮動株比率に変動がある場合は、実際の変動が
上のバンドの最低より5%ポイント上回るか、下のバンドの最高より5%ポイント下回る場合の
み再調整される。なおこの5%ポイントの閾値は、変動が一つのバンドを超えた場合には、適
用されないので、20%から50%のバンドで10%ポイント以上の変動があるか、50%から100%の
バンドで25%ポイント以上の変動がある場合にはこの5％のポイントの閾値は適用されない。

3.2.7

外国人保有制限がある場合は、実際の浮動株制限を算出した後、ルール3.2.3に記したバン
ド適用前に適用される。外国人保有制限が浮動株制限より制約的な場合、外国人保有制
限がそのまま適用される。外国人保有制限が浮動株制限より制約的でないかあるいは同
等ならば、ルール3.2.3の変更幅にしたがって浮動株制限が適用される。

3.2.8

投資可能ウエイトの変更は定期見直し時に行われる。

外国人保有可能比率
3.3.1

FTSEベトナム指数では構成銘柄を決定するにあたり、外国人保有制限に加えて外国人保
有可能比率も用いる。外国人保有可能比率は、企業の既存の外国人保有制限から国外投
資家が保有する現在の株式数を差し引いて算出する。たとえば、国外投資家がある企業の
株式の32%を保有し、その企業の外国人保有制限が49%の場合、外国人保有可能比率は
17%となる(49% - 32% = 17%)。外国人保有可能比率は整数に繰り上げられる。

3.3.2

外国人保有可能比率が2%以下の証券はFTSEベトナム指数の組み入れ対象とならない。

3.3.3

外国人保有可能比率の変更は定期見直し時に行われる。

流動性
3.4.1

指数の見直しまでの3ヵ月間の1日平均売買高が10万ドル以下の企業は、FTSEベトナム指
数シリーズから除外される。見直し日までの少なくとも20営業日間の取引記録が必要であ
る。
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セクション 3
3.4.2

売買高が極めて少ないような例外的な市場環境においては、FTSEベトナム指数シリーズか
ら多数の構成銘柄が削除されることを回避するため、FTSEは売買高の基準を引き下げる
場合がある。この決定は個別証券には適用されない。
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セクション4
4.0

構成銘柄の定期見直し

4.1

見直し日

4.2

4.1.1

FTSEベトナム指数シリーズは、毎月第1金曜日の営業終了時のデータに基づき、月に1回
見直される。毎月の見直しによる変更は、毎月第3金曜日の営業終了後に実施される。

4.1.2

見直し時点でFTSEベトナム指数の構成銘柄のウエイトが15%を上回る場合、上限が設定さ
れる(詳細はルール7.4参照)。

定期見直しにおける組み入れと削除のルール
4.2.1

定期見直しにおける証券の組み入れと削除のルールは、FTSEベトナム指数シリーズの構
成銘柄の選択における安定性を提供すると同時に、大幅に上昇または下落した証券の組
み入れまたは削除により、指数が引き続き市場を代表したものとなるように設計されてい
る。

4.2.2

FTSEベトナム指数シリーズの適格ユニバース(セクション3参照)は、総時価総額(投資可能
ウエイト制限適用前)によって順位付けされる。

4.2.3

下記に示す水準を上回った銘柄は、定期見直しにおいて指数に組み入れられる。
FTSEベトナム全銘柄指数 - 総時価総額で上位88%以上

4.2.4

下記に示す水準を下回った銘柄は、定期見直しにおいて指数から削除される。
FTSEベトナム全銘柄指数 – 総時価総額で上位92%以下

4.2.5

FTSEベトナム指数はFTSEベトナム全銘柄指数の構成銘柄を基にし、外国人保有可能比率
が2%以下の銘柄を除外したものである。ただし、外国人保有可能比率が10%超に上昇した
場合には、定期見直しにおいてこれらの銘柄の組み入れが検討される(上記ルール3.3参
照)。

4.2.6

FTSEベトナム指数シリーズの各指数については、構成銘柄数は一定に維持されるもので
はない。売買停止や買収などにより上記の指数から削除された銘柄の入れ替えは行われ
ず、また、構成銘柄の事業再編などに伴い発生する新規発行や新会社を組み入れる余地
を作り出すための指数構成銘柄の削除も行われない。
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セクション 4

4.3

例外的な状況
4.3.1

4.4

FTSEベトナム全銘柄指数の構成銘柄の大部分の外国人保有可能比率が2%以下となり
(ルール4.2.5参照)、FTSEベトナム指数の見直し時の適格銘柄数が10を下回った場合には、
FTSEベトナム指数は外国人保有可能比率にかかわらず、最低10の構成銘柄を維持する。
外国人保有可能比率の基準を満たす新たな銘柄がFTSEベトナム全銘柄指数に追加される
までは、この10の構成銘柄が維持される。こうした状況が起きた場合には、新規追加銘柄
は、外国人保有可能比率が2%以下に低下し、総時価総額が最も小さい銘柄に替えて組み
入れられる。指数に上限が適用されるためには、FTSEベトナム指数のすべての構成銘柄
の外国人保有可能比率が2%より大きくなければならない。

適格銘柄のモニタリング
4.4.1

FTSEベトナム指数シリーズの組み入れ適格銘柄の時価総額は、FTSEによってモニターさ
れる。 ホーチミン証券取引所に上場するすべての普通株式は、定期見直しの対象となる
(ルール3.1参照)。
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セクション5
5.0

構成銘柄の変更

5.1

新規発行

5.2

5.3

5.1.1

新規発行の規模が極めて大きく、これを除外することで指数シリーズの市場指標としての有
効性が大きく損なわれる場合、FTSEはこの新規銘柄をFTSEベトナム指数シリーズの構成
銘柄として組み入れることを決定する場合がある。適格となるためには、上場後5営業日目
の終了時点の総時価総額がFTSEベトナム指数シリーズにおいて5位以上となり、外国人保
有可能比率が10%より大きくなければならない。この条件を満たす新規銘柄は上場後10営
業日目の終了時点でFTSEベトナム指数シリーズに組み入れられる。

5.1.2

新規銘柄がFTSEベトナム指数に組み入れられた場合、その銘柄のウエイトが15%を超える
ことのないよう、上限が設定される(詳細はルール7.4参照)。

削除および入れ替え
5.2.1

指数構成銘柄が、ホーチミン証券取引所から上場廃止となったり、確約価格が得られなくな
ったり、買収の対象となったり、有効な構成銘柄ではなくなったとFTSEが判断した場合に
は、この構成銘柄はFTSEベトナム指数シリーズから削除され、ルール4.1に定めた次回の
見直し日まで代替銘柄の組み入れは行われない。

5.2.2

構成銘柄の削除は、削除の根拠となるイベントが発表された日から2日後の指数算出開始
前に実施される。指数算出の終了後に行われた発表は、通常は翌営業日に行われたもの
とみなす。買収の場合には、買収の申し込みが無条件であることを宣言する発表がなされ
た場合にのみ、削除対象となる。

5.2.3

構成銘柄はルール5.2.2に従って削除されるが、その後も取引が続けられている銘柄は、セ
クション3の条件を満たし、次の見直しによる変更の実施日と削除された日の間が最低6ヵ
月以上の場合、指数への再組み込みが検討される。

合併、事業再編、複雑な買収
5.3.1

構成銘柄が2社以上に分割される場合、分割された各企業は適格ユニバースに残る場合に
は、適切な指数への組み入れ適格銘柄となる。

5.3.2

既存の構成銘柄が他の構成銘柄に買収された場合、買収された構成銘柄は取得の効力発
生日に指数から削除される。買収により拡大した企業は構成銘柄として残る。

5.3.3

構成銘柄が非構成銘柄を買収した場合、買収した構成銘柄は3.1に定義された適格条件を
満たす場合にはFTSEベトナム指数シリーズに残る。

― 32 ―

セクション 5
5.3.4

構成銘柄が非構成銘柄に買収された場合、買収された構成銘柄は以下の条件を満たす場
合にはFTSEベトナム指数シリーズに残る。
a)
b)
c)

5.4

5.5

ホーチミン証券取引所に上場している(ルール3.1参照)。
前回の指数見直しにおいて流動性基準を満たしている(セクション3参照)。
FTSEベトナム指数については、外国人保有可能比率が2%より大きい。

売買停止
5.4.1

構成銘柄が売買停止となった場合、停止後最長10営業日後までは、売買停止価格で指数
に残る場合がある。

5.4.2

構成銘柄の売買停止が停止後10営業日目の正午以降も続いた場合(そして構成銘柄の削
除がまだ実施されていない場合)、構成銘柄は通常、停止後11営業日目に売買停止価格ま
たはゼロ価値で指数から削除される。売買停止が構成銘柄の損失によるものでない場合、
売買停止価格で指数に残される場合も削除される場合もある。

5.4.3

取引再開時の規模が指数の最小構成銘柄を上回る場合、この銘柄は削除された価格で指
数に復帰する。再組み込みは取引再開初日の営業終了後に行われる。

5.4.4

(ゼロ以外の価格で取引が停止になり)削除された構成銘柄が、その後上場廃止され無価値
とみなされる場合、株価の下落が指数に反映されるよう、(削除された)指数の特定日の算
出に組み入れられる。この場合、この銘柄は売買停止価格で組み入れられ、その日の株価
は終値も含め終日ゼロになる。

売買停止銘柄の取引再開
5.5.1

取引再開時の規模が指数の最小構成銘柄を上回る場合、この銘柄は削除された価格で指
数に復帰する。再組み込みは取引再開初日の営業終了後に行われる。

5.5.2

ゼロ以外の価格(通常は売買停止価格)で取引が停止になり削除された銘柄が、その後上
場廃止され無価値とみなされる場合、株価の下落が指数に反映されるよう、削除された指
数の特定日の算出に組み入れられる。この場合、株式は売買停止価格で組み入れられ、
その日の株価は終値も含め終日ゼロになる。

5.5.3

1年以上連続して売買停止となっていた銘柄が取引再開となった場合、FTSEは指数への組
み入れ適格の判断について、その銘柄を新規銘柄として扱う権利を留保する。
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セクション 5
5.5.4

5.6

FTSEベトナム指数シリーズの指数から削除された銘柄は、削除された価格で指数に復帰す
る。

構成銘柄のウエイト変更
5.6.1

FTSEベトナム指数シリーズの算出の目的上、各構成銘柄の発行済み株式数は最も近い数
値で表され、些細なウエイト変更が多数発生することを防ぐため、各構成銘柄の発行済み
株式数は、指数に含まれる総発行済み株式数が累積ベースで1%以上増減した場合にのみ
修正される。変更は四半期ごとに、3月、6月、9月、12月の第3金曜日の翌営業日の営業終
了後に行われる(ただし5.6.2および5.6.3に従う)。

5.6.2

コーポレートアクションが指数構成銘柄に適用され、発行済み株式数の変動を伴う場合、株
数の変更はコーポレートアクションと同時に行われる。

5.6.3

累積ベースの株数の増減が10%以上となった場合や、累積ベースの株数の増減が企業の
総時価総額で20億ドルに相当する場合、変更は四半期の間に実施される。この変更は、指
数のユーザーに少なくとも4日前に通知される。時価総額のドルへの換算にはWM/ロイター
ズ・スポット・レートが用いられる。20億ドルという基準は、FTSEにより毎年12月に調整され
る。調整が行われた場合には、翌年の最初の指数見直しから適用される。

5.6.4

すべての調整は、市況の妨げがない限り、当該日の指数算出開始前に行われる。
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セクション 6
6.0

構成銘柄の分類変更

6.1

分類構造

6.2

6.1.1

FTSEベトナム指数シリーズの構成銘柄は、産業分類ベンチマーク(ICB)で定義された業種、
スーパーセクター、セクター、サブセクターに分類されている。

6.1.2

産業分類ベンチマークの詳細はFTSEから入手可能で(付録A参照)で、FTSEのウェブサイト
(www.ftse.com) に発表されている。

分類の変更
6.2.1

FTSEベトナム指数シリーズに組み入れられた企業の分類変更はICBの助言を受け、構成
銘柄の変更が実施されると同時に関連する産業セクターに対して必要な調整が行われる。

6.2.2

構成銘柄（もしくはその一部）が他社に吸収される結果となる合併、事業再編または複雑な
買収の対象である場合、その結果生じる構成銘柄の産業分類はICBが見直しを行う。

6.2.3

ルール6.2.2に基づく企業の分類変更による調整は、指数において関連する構成銘柄の変
更が実施される際に同時にこれを行う。

6.2.4

企業の産業分類の定期的な変更はICBが同意し、発表する。かかる変更は毎月第3金曜日
の翌営業日の指数計算終了後に実施される。
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セクション7
７.0

指数のアルゴリズムと計算方法

7.1

株価
7.1.1

7.2

算出の頻度
7.2.1

7.3

FTSEベトナム指数シリーズは終値が入手可能な場合はこれを利用する。

FTSEベトナム指数シリーズはホーチミン証券取引所の毎営業日に終了時ベースで計算さ
れる。

指数の算出
7.3.1

FTSEベトナム指数シリーズは以下の式を用いて算出される：

∑ (( p
n

IV =

i =1

i

• e ) • si • f i • ci )

for I = 1, 2, 3, … , n

d

7.4

n=

指数に組み込まれた銘柄数

p = 株価

構成銘柄の直近の取引価格（または前日の指数終了時の株価）

e =為替レート

銘柄の自国通貨を指数の基準通貨に換算する際の為替レート

s =発行済株式数

本基本ルールで定義されている、銘柄に関してFTSEが利用している発行
済株式数

f =投資可能ウエイト

ウエイトを調整するため各銘柄に適用される係数で、0から１までの数字
で 表示され、１は100%の投資可能ウエイトを示す。各銘柄の投資可能ウ
エイトはFTSEが発表している。

c=上限係数指数

指数内のウエイトの上限を設定するために各銘柄に適用される係数で、0
から １までの数字で表示され、１は100%、つまり上限がないことを示す。
上限係数はFTSEが発表している。

d=除数

基準日における指数の総発行済株式資本を示す数値。指数を歪めること
なく個別銘柄の発行済株式資本を変更するため除数を調整することがで
きる。

指数の上限設定方法
7.4.1

FTSEベトナム指数は見直し時に加えて、新たな銘柄が指数に組み入れられ、集中度が高
い場合にこれを引き下げる目的で上限が設定される。見直し時の上限設定プロセスは、各
月の第3金曜日の取引終了後にその翌営業日の取引開始時の構成銘柄に基づき行われる
（ただし、ルール4.3も参照）。上限設定プロセスで利用される基本的なデータは以下の通り
である：
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セクション 7
7.4.2

各月の第3金曜日の取引終了後の企業イベントを調整した銘柄の終値。

7.4.3

各月の第3金曜日の翌営業日における銘柄取引開始時の発行済株式数およびその投資可
能ウエイト。

7.4.4

上限設定が必要なFTSEベトナム指数の各構成銘柄、つまり、上限のないウエイトが15%を
上回っている構成銘柄にアルゴリズムが適用される。

⎛ ⎛ ∑ ((Pi • Ei ) • S i • Fi ) ⎞ ⎞
⎜⎜
⎟z ⎟
⎟ ⎟
⎜⎜
I
⎠ ⎠
⎝⎝
構成銘柄の上限係数=
cap a
P

=

上限のない銘柄の公表された終値。

E

=

銘柄の自国通貨から指数の基準通貨に換算する際の為替レート。

S

=

上限がない各銘柄の発行済株式数。

F

=

上限がない銘柄の投資可能ウエイト係数。

I

=

上限がない全構成銘柄の指数における比率。

z

=

上限の比率。

capa

=

上限が設定される構成銘柄の上限のない投資可能時価総額 (P * S * F)。
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別紙A
詳細情報
FTSE ベトナム指数シリーズのより詳細な情報
FTSEベトナム指数シリーズのより詳細な情報はFTSEから入手できる。FTSEは本基本ルールおよびFTSEベ
トナム指数シリーズに対するコメントを歓迎する。
最初の問い合わせ先は下記の通り：

Hong Kong (香港)

Japan

Client Services
FTSE
Suite 2903-2909, 29th Floor,
Two International Finance Centre,
No. 8 Finance Street
Central, Hong Kong

Client Services
FTSE
Yamato Seimei Building 21F,
1-1-7 Uchisaiwaicho,
Chiyoda-Ku,
Tokyo

Client Services
FTSE
Level 25, Chifley Tower,
Sydney,
NSW 2000,
Australia

+852 2230 5800
+852 2230 5804 (fax)

+81 3 3581 2811
+81 3 3581 1423 (fax)

+61 2 9293 2866
+61 2 9293 2828 (fax)

e-mail: info@ftse.com
In Singapore please ring +65 223 3738

e-mail: info@ftse.com

e-mail: info@ftse.com

UK (イギリス)

France (フランス)

Spain

Client Services
FTSE
12th Floor, 10 Upper Bank Street,
Canary Wharf,
London E14 5NP

Client Services
FTSE
40 rue La Boéte,
75008 Paris,
France

Client Services
FTSE
Paseo de la Castellana 66,
28046 Madrid,
Spain

+44 (0) 20 7866 1810
+44 (0) 20 7866 8958 (fax)

+33 (0) 1 53 76 82 88
+33 (0) 1 53 76 82 71 (fax)

+34 (0) 91 411 37 87

e-mail: info@ftse.com

e-mail: info@ftse.com

e-mail: info@ftse.com

(日本)
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Australia (オーストラリア)

(スペイン)

USA – East Coast (アメリカ - 東海岸)

USA – West Coast

Client Services
FTSE
1330 Avenue of the Americas,
10th Floor,
New York,
New York 10019

Client Services
FTSE Americas Inc.
251 Post Street,
Suite 200,
San Francisco,
CA 94108

+(1) 888 747 6160
+(1) 212 641 6190 (fax)

+(1) 415 445 5660
+(1) 415 445 5666 (fax)

e-mail: info@ftse.com

e-mail: info@ftse.com

(アメリカ - 西海岸)

Website: www.ftse.com

JP 03/07/2007
JP 08/05/2007
TC 04/05/2007
© FTSE International Limited ("FTSE") 2007. All rights reserved.
The FTSE Vietnam Index Series ("Index Series") is calculated by FTSE. All rights in the Index Series vest in FTSE. “FTSE ®” is a
trade mark of the London Stock Exchange Plc and the Financial Times Limited and is used by FTSE under licence. All information is
provided for information purposes only and no responsibility or liability can be accepted by FTSE for any errors or for any loss from
use of this publication. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted by any other form or
means whether electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written consent of FTSE. Distribution of
FTSE index values and the use of FTSE indices to create financial products requires a licence from FTSE and/or its licensors.
The Industry Classification Benchmark (“ICB”) is jointly owned by FTSE and Dow Jones. FTSE and Dow Jones do not accept liability
to any person for any loss or damage arising out of any error or omission in the ICB.
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有価証券報告書の提出日以降における重要な事実
ドイツ銀行 AG、2007 年第 2 四半期の純利益で、
前年同四半期比 31 ％増の 18 億ユーロを計上
【2007 年 8 月 1 日、フランクフルト】(修正版：2007 年 8 月 9 日(46 ページ脚注をご参照ください。))
•

2007 年第 2 四半期の税引前利益は、前年同四半期比 32％増の 27 億ユーロを達成

•

2007 年第 2 四半期の収益は、前年同四半期比 27％増の 88 億ユーロを計上

•

2007 年第 2 四半期および同上半期の税引前平均アクティブ資本利益率は、それぞれ 36％および
40％を達成

•

2007 年第 2 四半期の希薄化後 1 株当たり利益は、前年同四半期比 48％増の 3.60 ユーロを計上。
また、2007 年上半期の希薄化後 1 株当たり利益は、2006 年上半期比 41％増の 7.86 ユーロを計
上

•

2007 年第 2 四半期に 130 億ユーロの新規純資金を獲得

ドイツ銀行（銘柄コード XETRA：DBKGn.DE/NYSE：DB）は本日、2007 年第 2 四半期の業績を発表しました。
2007 年第 2 四半期の税引前利益は、前年同四半期の 20 億ユーロから 32％増加し、27 億ユーロを達成し
ました。純利益は前年同四半期の 14 億ユーロから 31％増加し、18 億ユーロを計上しました。税引前平
均アクティブ資本利益率は、前年同四半期の 33％に対し、36％となりました。なお、平均アクティブ資
本は、前年同四半期に対し、額にして 53 億ユーロ、率にして 22％増加しました。一方、希薄化後 1 株当
たり利益は、前年同四半期比 48％増の 3.60 ユーロとなりました。また、相当額にのぼる利益および費用
を除いた当行の定義に基づく、税引前平均アクティブ資本利益率は 35％でした。
2007 年上半期の税引前利益は、2006 年上半期比 26％増の 59 億ユーロを計上しました。2007 年上半期の
純収益および純利益は 2006 年上半期に比べそれぞれ 23％および 30％増加し、184 億ユーロおよび 39 億
ユーロとなりました。2007 年上半期の税引前平均アクティブ資本利益率は、2006 年上半期の 38％に対し、
40％となりました。また、2007 年上半期の希薄化後１株当たり利益は、前年上半期に対し 41％増加し、
7.86 ユーロとなりました。当行の定義に基づく税引前平均アクティブ資本利益率は 38％でした。
ドイツ銀行取締役会会長のヨゼフ・アッカーマンは次のように述べています。「ドイツ銀行は、第 1 四
半期に引き続き、第２四半期においても、前年同四半期と比べ収益を大きく伸ばし、卓越した業績を達
成しました。全てのビジネス部門がこの伸びに貢献しています。この結果、上半期としても力強い業績
を達成し、私たちの事業基盤が持つ能力や成長力を示す結果となりました。」
アッカーマンはさらに、「世界の金融市場は、短期的には不透明な様相を呈しています。クレジット市
場のいくつかの分野では今後も不安定な状況が続くと予想され、投資家はレバレッジド･ファイナンスに
対して従来より保守的なスタンスで臨む可能性があります。しかし私たちは、厳格なリスク管理および
独立した内部管理のプロセスを確立しており、こうした困難な状況においても実績を挙げる体制を整え
ています。リスクを取る際にはこれまでも一貫して慎重に検討してきましたが、現在のビジネス環境に
おいてもそれは例外ではありません。こうした厳格な取り組みが、堅調な実績を継続的に挙げる原動力
となっていると確信しています。」と述べています。

― 42 ―

業績ハイライト
2007 年第 2 四半期の純収益は、各ビジネス部門の年率ベースでの伸びを反映し、前年同四半期に対し
27％増加し、88 億ユーロを計上しました。
法人・機関投資家向けビジネス（CIB）では、セールス/トレーディングが、債券および株式の幅広い分
野で好調な業績を挙げ、第 2 四半期の決算としては過去最高となる 43 億ユーロ(前年同四半期比 34%増)
を計上しました。債券およびその他商品のセールス/トレーディングの収益は、クレジット商品およびエ
マージング･マーケッツの債券業務において堅調な業績を挙げ、前年同四半期比 18％増の 29 億ユーロと
なりました。株式のセールス/トレーディングの収益は、顧客ビジネスの全ての分野で力強い年率成長を
達成し、さらに、自己勘定トレーディングで業績が回復したことを受け、前年同四半期比 89％増の 14 億
ユーロとなりました。オリジネーションとアドバイザリーはそれぞれ、四半期の業績としては過去最高
を記録しました。オリジネーションの収益は、株式および適格投資債券が力強い成長を示し、前年同四
半期に比べ 12％増加し、6 億 3,800 万ユーロを計上しました。アドバイザリーからの収益は、M&A 市場の
活況を反映し、前年同四半期比で 63％増加し、2 億 5,600 万ユーロを達成しました。一方、グローバ
ル・トランザクション・バンキング（GTB）の収益は、法人信託業務およびキャッシュ･マネジメント業
務における伸びを反映し、前年同四半期比 16％増の 6 億 5,600 万ユーロになりました。
個人･資産運用ビジネス（PCAM）の収益は、前年同四半期と比べ 11％増加し、26 億ユーロを計上しまし
た。個人顧客および中堅企業（PBC）の収益は、ベルリン銀行（Berliner Bank）とノーリスバンク
（norisbank）の買収と自律的成長がもたらした収益の伸びを反映し、前年同四半期比 15％増加し、14
億ユーロを計上しました。一方、資産運用およびウェルス・マネージメント・ビジネス（AWM）の収益は、
前年同四半期比 7％増の 11 億ユーロとなりました。不動産関連資産運用のパフォーマンス手数料は、前
年同四半期に記録した例外的な水準には達しなかったものの、本年第 1 四半期の水準に対しては回復し
ました。リテール向け資産運用ビジネスは年率ベースで伸びを記録しました。また、プライベート･ウェ
ルス･マネージメント（PWM）の増収は、自律的成長と英国のウェルス･マネジャーであるティルネイ･グ
ループ(Tilney Group Ltd.)の買収を反映したものです。
コーポレート･インベストメンツ（CI）の収益は、ドイツ銀行のオフィスビルに関連した売却案件やリー
スバック案件からの利益および保有株式からの配当を受け、前年同四半期比 62％増の 2 億 5,900 万ユー
ロを計上しました。
2007 年第 2 四半期の貸倒引当金繰入額は、本年前四半期の 9,800 万ユーロから減少し、前年同四半期の
8,200 万ユーロとほぼ同水準の 8,100 万ユーロを計上しました。PCAM においては、前述したノーリスバ
ンクおよびベルリン銀行の買収ならびに PBC のローン残高の増加を背景に、当該繰入額は、前年同四半
期の 9,400 万ユーロから増加し、1 億 2,400 万ユーロを計上しました。この増加分は、CIB が従来計上し
ていた引当金の解消や債権の回収が前年同四半期より高いレベルで進んだため、相殺されました。
2007 年第 2 四半期の利息以外の費用は、前年同四半期から 25％増加し、60 億ユーロを計上しました。報
酬費用は、前年同四半期比で 27％増加し、39 億ユーロとなりました。これは、好調な業績を受けた業績
連動ベースの報酬の増加や、買収および自律的成長による従業員数の増加に起因しています。株式報酬
の償却は、前年同四半期に比べると高かったものの、本年前四半期よりは低い額となりました。一方、
2007 年第 2 四半期の非報酬費用は、前年同四半期比 20％増の 21 億ユーロとなりました。これには、買
収に伴う統合費用や、訴訟引当金の増額、テクノロジー関連費用、さらにはビジネスの取引高増に伴う
その他費用が含まれています。当該四半期の費用/収益比率は、前年同四半期の 69％に対し、68％に低下
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しました。また、収益に対し報酬が占める割合は、前年同四半期と同じ 44％、収益に対し非報酬費用の
占める割合は、前年同期の 26％から、24％に減少しました。
2007 年第 2 四半期の税引前利益は、前年同四半期比 32％増の 27 億ユーロを計上しました。税引前平均
アクティブ資本利益率は、前年同四半期の 33％に対し、36％となりました。一方、関連費用控除後の相
当額にのぼる利益（当該四半期の同利益は 1 億 3,100 万ユーロ）を除いた当行の定義に基づく税引前平
均アクティブ資本利益率は、前年同四半期の 33％に対し 35％となりました。なお、前年同四半期には当
該利益ないし費用に該当する項目はありませんでした。
2007 年第 2 四半期の純利益は、前年同四半期比 31％増の 18 億ユーロを計上しました。希薄化後 1 株当
たり利益は前年同四半期の 2.44 ユーロから 48％増加し、3.60 ユーロとなりました。当該四半期の希薄
化後 1 株当たり利益が増加した要因としては、2006 年後半に行われたドイツ銀行株式の取引に関する特
定のデリバティブ契約の修正により、希薄化効果のある株式数が減少したことが挙げられます。この影
響を除いた場合の希薄化後 1 株当たり利益の増加は、率にして 32％となります。当該四半期の実効税率
は前年同四半期と同様の 34％でした。
2007 年第 2 四半期末時点の Tier1 自己資本比率は 8.4％で、当行の目標である 8～9％の範囲内の水準を
維持しました。一方、リスク加重資産は、ローン残高とデリバティブ取引の増加を反映し、2007 年第 1
四半期末時点の 2,850 億ユーロに対し、3,080 億ユーロとなりました。当行は、2007 年第 2 四半期、1 株
当たり平均 110.39 ユーロで、本年第 1 四半期に実施した 330 万株を超える 580 万株の自社株買戻しを実
行しました。なお、これは発行済み株式総数の 1.1%に相当します。2007 年 5 月 24 日にフランクフルト
で開催されたドイツ銀行 AG の年次株主総会において、さらなる自社株買戻しプログラムが承認されまし
た。

部門別業績
法人・機関投資家向けビジネス・グループ部門（CIB）
法人・機関投資家向けビジネス（CIB）の 2007 年第 2 四半期の純収益は、前年同四半期比 29％、額にし
て 13 億ユーロ増加し、60 億ユーロを達成しました。利息以外の費用は、前年同四半期比 30％、額にし
て 9 億 2,100 万ユーロ増加し、40 億ユーロとなりました。2007 年第 2 四半期の税引前利益は、前年同四
半期比 29％ 、額にして 4 億 5,400 万ユーロ増加し、20 億ユーロとなりました。

コーポレート・バンキング・アンド・セキュリティーズ（CB&S）
債券およびその他商品のセールス/トレーディングからの 2007 年第 2 四半期の純収益は、前年同四半期
と比べ 18％、額にして 4 億 3,100 万ユーロ増加して 29 億ユーロとなり、第 2 四半期としては過去最高を
記録しました。米国の住宅ローン証券化市場および同市場ほどではないものの CDO 市場において混乱が
続いたにもかかわらず、インフラストラクチャー･ビジネスが堅調に推移したこと、さらに当該四半期を
通じて高いボラティリティの中で市場ポジションが良好に推移したことを背景に、クレジット・トレー
ディング・ビジネスは顕著な伸びを示しました。また、エマージング･マーケット、特にロシアおよびト
ルコにおける債券ビジネスが堅調に推移しました。さらに、コモディティも、機関投資家向けビジネス
での進展を反映した収益性およびガス排出権のグローバル・トレーディングにおいて年率増収を記録し
ました。一方、外国為替、短期金融、金利商品においては、仕組み商品に対する高い顧客ニーズが、フ
ロービジネスにおける利益率の圧縮を相殺し、多少の増収となりました。ユーロマネー誌は、ドイツ銀
行の債券ビジネスにおける仕組みおよびフロー双方の商品分野での主導的地位を評し、同誌が毎年発表
する「アワード･フォー･エクセレンス(優秀賞)」において、ドイツ銀行を世界最優秀クレジット･デリバ
ティブ･ハウスおよび世界最優秀外国為替銀行に選出しました。

― 44 ―

株式セールス/トレーディングからの 2007 年第 2 四半期の純収益は、前年同四半期と比べ 89％、額にし
て 6 億 5,900 万ユーロ増加し、14 億ユーロを記録しました。収益はあらゆる顧客ビジネスにおいて強い
伸びを示しました。株式デリバティブ、プライム･サービス、現物株式は、顧客ビジネスの増加を背景に、
前年同四半期に比べ大幅増収を達成しました。アジア (日本を除く)では、ほぼ全ての分野で顧客ビジネ
スが堅調に推移し、欧州および北米においても顧客取引は前年同四半期と同じ水準となりました。プラ
イム・サービスは、スプレッドの縮小にもかかわらず市場シェアが増加したことを背景に、特に良好な
業績を達成しました。一方、当該四半期の株式自己勘定トレーディングからの純収益は、本年第 1 四半
期よりは低い水準だったものの、前年第 2 四半期の損失に比べ、かなりの回復を見せました。
オリジネーションとアドバイザリーからの純収益は、前年同四半期に比べて 23％、額にして 1 億 6,900
万ユーロ増加し、四半期決算としては過去最高の 8 億 9,500 万ユーロを記録しました。アドバイザリー
からの収益は、主要顧客への浸透度が増したことや市場での活動が例外的な水準を維持したことを反映
して、前年同四半期比 63％、額にして 9,900 万ユーロ増加しました。現在手掛けている案件数もかなり
の水準を維持しています。オリジネーションの純収益は前年同四半期 12％、額にして 7,000 万ユーロ増
加、手数料プールのグローバル・ランキングの二つの分野で第 3 位となりました。株式オリジネーショ
ンの純収益は、前年同四半期比 53％、額にして 1 億 400 万ユーロの増加となりました。この要因として
は、グローバル株式市場でドイツ銀行は市場を上回る伸びを示したことや、全ての主要地域で市場シェ
アを伸ばしグローバル株式でトップ 5 にランクインしたことが挙げられます。債券オリジネーションの
純収益は、レバレッジ・ファイナンスの市場環境がより困難な状況であったことを反映し、前年同四半
期比で 9％、額にして 3,400 万ユーロ減少しました。投資適格債券の収益は著しく改善しました。ドイツ
銀行は、2 四半期連続で、欧州における投資適格債券ビジネスの各分野で第１位のランキングを維持しま
した。（全てのランキング、市場での取引高、手数料プールのデータの出所：トムソンフィナンシャル、
ディーロジック）
2007 年第 2 四半期の貸出しからの純収益は、前年同四半期比 17％、額にして 4,300 万ユーロ減少し、2
億 1,400 万ユーロとなりました。減収の主な要因としては、新規貸出しの増加分に対し公正価格オプシ
ョンを採用したことが挙げられます。
CB&S の 2007 年第 2 四半期の貸倒引当金繰入額は、ドイツのポートフォリオにおける施策による大幅な繰
戻しや回復を反映し、前年同四半期の 1,300 万ユーロ（純額）の繰戻しに対して、4,200 万ユーロ（純
額）の繰戻しを計上しました。
CB&S の 2007 年第 2 四半期の利息以外の費用は、前年同四半期から 33％、額にして 8 億 8,300 万ユーロ
増加し、36 億ユーロを計上しました。これは、堅調な業績を受けた業績連動ベースの報酬が増加したこ
と、ならびに早期退職制度参加資格保有者に対する株式報酬の償却額の増加を反映したものです。
CB&S の税引前利益は、前年同四半期と比べ 30％、額にして 4 億 700 万ユーロ増加して、18 億ユーロとな
りました。

グローバル・トランザクション・バンキング（GTB）
トランザクション・サービスの 2007 年第 2 四半期の純収益は、当行のキャッシュ・マネジメントおよび
法人信託サービスに対する顧客からの底固い需要を反映して、前年同四半期比 16％、額にして 9,000 万
ユーロ増加しました。増収の主な要因は、キャッシュ・マネジメント（決済）において金利環境が良好
に推移し、全地域において顧客ビジネスが増加したことが挙げられます。また、法人信託サービスの増
収は、国内カストディーサービスでの顧客ビジネスと発行体関連サービスの増加に起因しています。
GTB の 2007 年第 2 四半期の利息以外の費用は、主に業績連動ベースの報酬が増加したことを受け、前年
同四半期に比べて 10％、額にして 3,700 万ユーロ増加し、4 億 900 万ユーロとなりました。さらに、人
員増強および案件関連費用の負担増も費用拡大の要因となっています。
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GTB の 2007 年第 2 四半期の税引前利益は、前年同四半期と比べ 4,700 万ユーロ、率にして 24％増加し、2
億 4,700 万ユーロとなりました。

個人・資産運用ビジネス・グループ部門（PCAM）
個人・資産運用ビジネス・グループ部門（PCAM）の 2007 年第 2 四半期の純収益は、前年同四半期に比べ
2 億 5,900 万ユーロ、率にして 11％増加し、26 億ユーロとなりました。貸倒引当金繰入額は、前年同四半
期と比べ 3,000 万ユーロ、率にして 31％増加し、1 億 2,400 万ユーロとなりました。利息以外の費用は、
前年同四半期と比べ 1 億 2,600 万ユーロ、率にして 7％増加し、19 億ユーロを計上しました。税引前利益
は、前年同四半期と比べ 9,400 万ユーロ、率にして 19 ％拡大し、5 億 8,800 万ユーロとなりました。
2007 年第 2 四半期の PCAM の運用資産は、当該四半期中に 260 億ユーロ増加し、9,620 億ユーロとなりま
した。純資産流入は 140 億ユーロにのぼりましたが、このうち、110 億ユーロが資産運用およびウェル
ス・マネージメント・コーポレート部門（AWM）によるもので、30 億ユーロが個人顧客および中堅企業コ
ーポレート部門（PBC）によるものです。この運用資産の増加のうち 210 億ユーロは市場価格の上昇によ
るもので、残りの増加分は、為替レートの変動およびオーストラリアにおける資産運用ビジネスの売却に
起因しています。

資産運用およびウェルス・マネージメント・コーポレート部門（AWM）
2007 年第 2 四半期に、AWM の純収益は前年同四半期に比べて 7,500 万ユーロ、率にして 7％増加し、11
億ユーロを計上しました。AM のポートフォリオ/ファンドマネジメントからの収益は、前年同四半期に対
し 8,200 万ユーロ、率にして 12 ％減少しました。不動産関連ビジネスでのパーフォーマンス手数料の減
少が欧州におけるリテール向けビジネスからの増収を上回る結果となりました。前年同四半期に、北米
の不動産関連ビジネスが運用する長期案件で相当な額の運用手数料を収益計上しており、当該四半期の
減収は前年同四半期の一時的に増加した収益に起因しています。一方、PWM のポートフォリオ/ファンド
マネジメントからの収益は、ティルネイ買収や運用資産の増加および自律的成長や市場での実績を反映
し、前年同四半期に比べ 2,000 万ユーロ、率にして 25％増加しました。ブローカレッジ収益は、良好な
市場環境による案件金額の増加とティルネイ買収による運用資産の増加を背景に、前年同四半期比 25％、
額にして 4,800 万ユーロ増加し、2 億 4,500 万ユーロを計上しました。貸出しおよび預金からの収益は、
預金および貸出し取扱高の増大により、前年同四半期に比べ 900 万ユーロ、率にして 19％改善しました。
その他商品からの収益は、前年同四半期比で 126％、額にして 7,900 万ユーロ増加1しました。これは、
オルタナティブ商品および欧州での伝統的な資産運用商品への投資が株式市場から好影響を受けたこと
や、保険契約者の保険料（給付および支払い）で相殺されたものの、特定のユニット・リンク保険資産
の時価会計による効果の恩恵を受けています。さらに、当該第 2 四半期には、オーストラリアの資産運
用ビジネスの一部売却（株式および債券分野で商品設計に従事していた事業部分）による売却益 4,800
万ユーロを計上しました。AM は、前年同四半期に、英国および米国フィラデルフィアを拠点とした資産
運用事業を売却し、3,500 万ユーロの売却益を計上していました。
2007 年第 2 四半期の利息以外の費用は、前年同四半期に比べて 1,600 万ユーロ、率にして 2％増加し、8
億 4,500 万ユーロを計上しました。この増加の主な要因としては、人員増に伴う費用が挙げられます。
業績に連動した人件費は減少したものの、保険契約者への給付および支払いの増加が、これを相殺して
います。
AWM の税引前利益は、前年同四半期と比べ 5,000 万ユーロ、率にして 21％増加し、2 億 9,200 万ユーロを
計上しました。

1

ここに記されている 7,900 万ユーロは、2007 年第 2 四半期その他商品からの収益（資産運用およびウェルス･マネー
ジメント･コーポレート部門）の前年同四半期からの収益額の増加分で、収益額そのものではありません。8 月 1 日
付けのリリース（日本語版）に間違いがございましたことを謹んでお詫びし、ここに訂正させていただきます。
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個人顧客および中堅企業コーポレート部門（PBC）
2007 年第 2 四半期の PBC からの純収益は、前年同四半期と比べ 1 億 8,400 万ユーロ、率にして 15 ％増加
し、14 億ユーロとなりました。貸出し/預金収益は、ノーリスバンクとベルリン銀行の買収と貸出しおよ
び預金取扱高が引き続き増加したことを受け、前年同四半期に対し 9,400 万ユーロ、率にして 15％増加し
ました。2007 年第 2 四半期のポートフォリオ/ファンドマネジメントからの収益は、前年同四半期とほぼ
同水準となりました。ブローカレッジ収益は、革新的な投資商品の販売が過去最高水準に達し、前年同四
半期と比べ 6,200 万ユーロ、率にして 23％増の 3 億 3,600 万ユーロを計上しました。支払い、口座管理そ
の他金融サービスの収益は、主に前述した買収(ノーリスバンクおよびベルリン銀行)の影響で、前年同四
半期に対し 1,900 万ユーロ、率にして 9 ％増の 2 億 3,400 万ユーロを計上しました。
貸倒引当金繰入額は、買収および PBC の貸出残高の伸びを反映して、前年同四半期と比べ 3,000 万ユー
ロ、率にして 32％増加し、1 億 2,400 万ユーロとなりました。
2007 年第 2 四半期の利息以外の費用は、前年同四半期に比べ 1 億 1,000 万ユーロ、率にして 12 ％増加
し、10 億ユーロとなりました。この増加は、主に、先に述べた買収に関連した統合費用や、インド、ポ
ーランドといった成長著しい地域に対する継続的な投資を反映しています。
PBC の税引前利益は、前年同四半期に比べ 4,400 万ユーロ、率にして 18％増加し、2 億 9,700 万ユーロを
計上しました。
運用資産は、2007 年第 2 四半期中に 80 億ユーロ増加し、1,970 億ユーロとなりました。また、貸出しは、
20 億ユーロ増加し、840 億ユーロになりました。

コーポレート・インベストメンツ・グループ部門（CI）
コーポレート・インベストメンツ（CI）の 2007 年第 2 四半期の税引前利益は、前年同四半期の 1 億 900
万ユーロに対して、1 億 2,400 万ユーロ、率にして 113％増加し、2 億 3,300 万ユーロとなりました。当
該四半期の数字には、60 ウォール･ストリートのオフィスビルの売却およびリースバックに関連した利益
1 億 2,600 万ユーロおよび保有株式に対する配当金 1 億 3,000 万ユーロ（前年同四半期：1 億 1,200 万ユ
ーロ）が含まれています。

連結および調整
「連結および調整」では、2007 年第 2 四半期に 1 億 2,000 万ユーロの税引前損失を計上しました。この
損失には、ビジネス部門別の報告においてマネジメント報告と IFRS との間で会計方法が異なることによ
る調整におけるマイナスの影響（5,400 万ユーロ）が反映されています。これら調整のうち、3,900 万ユ
ーロは CB&S に、1,200 万ユーロは PBC に関連したものです。損失の残りの部分は、主に、訴訟費用に対
する引当金および当行オフィスビルの購入に関連した費用です。前年同四半期の税引前損失は 1 億 500
万ユーロで、この数字にはマネジメント報告および IFRS との間の会計方法の違いからくる調整額 1 億
3,800 万ユーロが反映されていました。（このうち 1 億 2,300 万ユーロは CB&S、700 万ユーロは PBC に関
連した費用です。）これは、引当金の解消に関連した数件の貸出しによって一部相殺されています。
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添付資料：
資料は 2007 年 6 月 30 日付け四半期決算報告書の抜粋です。

2007 年 6 月 30 日 付 け 四 半 期 決 算 報 告 書 の 完 全 版 は 、 ド イ ツ 銀 行 AG の ホ ー ム ペ ー ジ
http://www.deutsche-bank.com/1Q2007 か ら 、 2007 年 第 2 四 半 期 の 補 足 財 務 デ ー タ は http://www.deutschebank.de/ir/financial-supplements から入手可能です。ご利用ください。
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広報部
電話: （03）5156-7704

本リリースで提供される情報は、国際会計基準（IAS）第1号および国際財務報告基準（IFRS）第1号に準拠した完全
な財務諸表を表示するものではありません。従って、2007年の完全な財務諸表の作成に応じて、修正される可能性が
あります。セグメント情報は、IFRS第8号「事業セグメント」に基づいています。なお、IFRS第8号は、国際会計基準
審議会（IASB）による承認を得ていますが、欧州連合からの支持はまだ得られていません。
さらに、本リリースには、将来の事象に関する記述が含まれています。将来の事象に関する記述とは、歴史的事実で
はない記述であり、ドイツ銀行の考えや予想、およびその基礎となる前提が含まれます。これらの記述は、ドイツ銀
行グループの経営陣が現在入手可能な予定、推定および計画に基づいています。従って、将来の事象に関する記述は、
あくまで当該記述がなされた日現在のものであって、当グループはこれらの記述に関して、新しい情報や将来生起し
た事象があっても、これをアップデートして公表する責任は負いません。
将来の事象に関する記述は、その性質上リスクおよび不確実性を含みます。従って、いくつかの重要な要因が作用し
て、現実の結果を、将来の事象に関する記述に含まれる結果とは大きく異なるものにする可能性があります。これら
の要因には、ドイツ、ヨーロッパ、米国および当グループが収益の重要な部分を得ているその他の地域における金融
市場の動向、借り手または取引相手による将来の債務不履行、経営施策の実践、当グループのリスク・マネジメント
の施策、手続および方法への信頼性、ならびに米国証券取引委員会（SEC）への情報開示に関連するリスク等が含ま
れます。このような要因については、SEC に提出した当グループの 2007 年 3 月 27 日付年次報告書（Form 20-F）の
「リスク・ファクター」の表題のもとで 9 頁から 15 頁までに詳しく記載されています。当該報告書の写しは、請求
により入手可能であり、また www.deutsche-bank.com/ir.からダウンロードすることができます。
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資料
ドイツ銀行グループ損益計算書（未監査）
損益計算書
単位：百万ユーロ
利息収益
資金調達費用
純利息収益
貸倒引当金繰入額

2007年6月30日に
終了した3ヵ月
18,652
16,681
1,971
81

2006年6月30日に
終了した3ヵ月
15,870
14,017
1,853
82

2007年06月30日
に終了した6ヵ月
34,469
30,445
4,024
178

2006年06月30日
に終了した6ヵ月
28,830
25,339
3,491
91

貸倒引当金繰入額控除後の純利息収益

1,890

1,771

3,846

3,400

手数料およびフィー収益
公正価値で測定した金融資産および金融負債の変動か
ら生じる損益に係る純利益（損失）
売却可能有価証券に係る純利益（損失）
持分法適用投資による純利益（損失）
その他の収益

3,143

2,876

6,073

5,692

3,096
92

2,044
137

7,032
326

5,116
222

123
357

32
(6)

343
561

300
128

利息以外の収益合計

6,811

5,083

14,335

11,458

給与手当
一般管理費
無形資産減損
再構築費用

3,874
2,129
(1)

3,043
1,712
57

8,203
4,071
54
(9)

6,666
3,450
99

利息以外の費用合計

6,002

4,812

12,319

10,215

所得税費用前利益
法人所得税費用

2,699
922

2,042
686

5,862
1,953

4,643
1,638

当期純利益

1,777

1,356

3,909

3,005

少数株主利益
ドイツ銀行株主利益

(1)
1,778

4
1,352

10
3,899

17
2,988

１株当たり純利益 (EPS)
単位：ユーロ
1普通株当たりの利益：
基本的
希薄化後(1)

2007年6月30日に
終了した3ヵ月

2006年6月30日に
終了した3ヵ月

2007年06月30日
に終了した6ヵ月

2006年06月30日
に終了した6ヵ月

3.76
3.60

2.91
2.44

8.23
7.86

6.37
5.56

472.6

465.3

473.8

469.0

493.7

518.9

496.4

525.6

発行済み株式数（百万株）
基本的1株当たり利益計算株式数―加重平均調整済み
希薄化後1株当たり利益計算株式数―株式転換想定
後、加重平均調整済み

(1) 希薄化効果のある転換の影響を含む。2007 年 6 月 30 日に終了した 3 ヵ月および 6 ヵ月の各期間への当該影響は 0.00 ユーロ。
2006 年 6 月 30 日に終了した 3 ヵ月および 6 ヵ月の各期間への当該影響はそれぞれマイナス 0.17 ユーロおよびマイナス 0.13
ユーロ。
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資料
ドイツ銀行グループ貸借対照表（未監査）
資産
2007年6月30日現在

単位：百万ユーロ
現金および銀行預け金

2006年12月31日現在

7,467

7,008

利付銀行預け金

19,700

19,199

中央銀行ファンド貸出金および売戻条件付買入有価証券（逆レポ）
借入有価証券

14,664

14,265

公正価値で測定した金融資産の変動から生じる損益
売却可能金融資産
持分法適用投資
貸出金

79,175

62,943

1,315,311

1,091,045

34,997

35,271

2,926

3,389

192,924

181,291

土地建物および設備

2,798

3,241

無形固定資産

9,035

8,612

その他の資産

252,619

139,031

6,569

6,473

1,938,185

1,571,768

所得税資産
資産合計

負債および持分
2007年6月30日現在

単位：百万ユーロ

2006年12月31日現在

預金

446,243

411,916

中央銀行ファンド借入金および買戻条件付売却有価証券（レポ）

128,054

102,200

貸付有価証券
公正価値で測定した金融負債の変動から生じる損益
その他の短期借入金
その他の負債
引当金
所得税負債

17,662

21,174

854,602

666,293

47,659

48,433

240,642

144,130

1,800

1,768

6,627

6,358

148,065

127,015

優先信託証券

5,196

4,771

自己株式購入義務

4,631

4,327

1,901,181

1,538,385

1,351

1,343

資本剰余金

16,288

15,246

利益剰余金

22,531

20,359

自己普通株式、取得原価

(2,654)

(2,378)

自己株式購入義務振替額

(4,630)

(4,307)

4,442

3,208

(76)

(45)

長期債務

負債合計
普通株式、無額面、名目価額 2.56 ユーロ

損益計算書上で認識されない純利益（損失）、税引後
売却可能金融資産未実現純利益、該当する税金およびその他控除後
キャッシュ・フロー・ヘッジ目的のデリバティブに係る未実現純利益
（損失）、 税引後
外貨換算調整勘定、税引後

(965)

(760)

3,401

2,403

株主持分合計

36,287

32,666

少数株主持分

717

717

損益計算書上で認識されない純利益（損失）の合計、税引後

持分合計
負債および持分合計
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37,004

33,383

1,938,185

1,571,768

資料
ドイツ銀行グループ主要財務指標
2007年
第2四半期
ドイツ銀行株式 株価 （期末）
ドイツ銀行株式 高値
ドイツ銀行株式 安値
基本的1株当たり純利益
希薄化後1株当たり純利益 (1)
平均流通普通株式数(基本的、百万株)
平均流通普通株式数（希薄化後、百万株）
平均株主持分合計利益率（税引後）(2)
税引前平均株主持分合計利益率 (2)
税引前平均アクティブ資本利益率 (2)
費用/収益比率
報酬比率 (2)
非報酬比率 (2)

(2)

総収益
単位：百万ユーロ
貸倒引当金繰入額
単位：百万ユーロ
利息以外の費用合計
単位：百万ユーロ
所得税費用前利益
単位：百万ユーロ
当期純利益

2006年
第2四半期

増減
（前年同四半期比）

€ 107.81
€ 118.51
€ 99.55

€ 88.00
€ 100.20
€ 80.74

23 ％
18 ％
23 ％

€ 3.76
€ 3.60
473
494

€ 2.91
€ 2.44
465
519

29 ％
48 ％
2％
(5)％

19.7 ％
29.9 ％
36.3 ％

18.9 ％
28.4 ％
33.4 ％

0.8 ppt
1.5 ppt
2.9 ppt

68.3 ％
44.1 ％
24.2 ％

69.4 ％
43.9 ％
25.5 ％

(1.1)ppt
0.2 ppt
(1.3)ppt

8,782
81
6,002
2,699

6,936
82
4,812
2,042

27 ％
(1)％
25 ％
32 ％

1,777

1,356

31 ％

総資産(3)
単位：十億ユーロ
株主持分合計 (3)
単位：十億ユーロ

1,938
36

1,571
28

23 ％
30 ％

BIS規制コア自己資本率（Tier 1）(3)

8.4 ％

8.7 ％

(0.3)ppt

拠点数 (3)
内、ドイツ国内の拠点数

1,824
992

1,605
835

14 ％
19 ％

75,140
27,483

65,435
26,214

15 %
5%

Aa1
AAAA-

Aa3
AAAA-

単位：百万ユーロ

従業員数（常勤相当）(3)
内、ドイツ国内の従業員数
長期格付け (3)
ムーディーズ・インベスターズ・サービス
スタンダード・アンド・プアーズ
フィッチ

(1) 希薄化効果のあるデリバティブの影響（税引後）を含む
(2) 各比率の定義は以下の通り。
- 税引前平均株主持分合計利益率：ドイツ銀行株主に帰属する所得税費用前利益（所得税前利益から少数株主持分を控除し
た額、年換算）を平均株主持分で除した比率
- 税引前平均アクティブ資本利益率：所得税前利益から少数株主持分を除いた額と定義される、ドイツ銀行株主に帰属する
所得税費用前利益（所得税前利益から少数株主持分を控除した額、年換算）の平均アクティブ資本に対する比率
- 費用/収益比率：利息以外の費用の、純収益合計（貸倒引当金繰入額控除前純利息収益に利息以外の収益を加えた額）に対
する比率
- 報酬比率：給与手当の純収益合計（貸倒引当金繰入額控除前純利息収益に利息以外の収益を加えた額）に対する比率
- 非報酬比率：非報酬費用（利息以外の費用合計から給与手当を差し引いた額）の純収益合計に対する比率
(3) 期末時点
株価データの出典：トムソンファイナンシャル、XETRA、日中の高値・安値
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スタンダード&プアーズ、ドイツ銀行 AG の格付けを引き上げ
【2007 年 8 月 2 日、フランクフルト】―スタンダード＆プアーズは本日、ドイツ銀行 AG（銘柄コー
ド XETRA：DBKGn.DE/NYSE：DB）および幾つかの主要関連会社の長期カウンターパーティ格付け
を「AA-」から「AA」に引き上げた旨を発表しました。格付け見通しは、「安定的」となっています。
スタンダード＆プアーズは、今回の引き上げの要因として、ドイツ銀行の全ての業務部門の営業実
績において、また信用および市場リスクの管理状況において、重要かつ継続的な改善が示されてい
る点を指摘しています。こうした構造上の改善を図ることで、ドイツ銀行は、ボラティリティの増
加や不安定な市場といった困難な状況を克服できる体制を整えています。
この引き上げは、過去 3 ヶ月間で 3 回目となる肯定的な格付け変更です。5 月には、ムーディー
ズ・インベスターズ・サービスがドイツ銀行の長期債務格付けおよび預金格付け(長期)を「Aa3」か
ら「Aa1」に、また 7 月には、フィッチ・レーティングが長期格付け｢AA-｣の見通しを｢安定的｣から
「ポジティブ」へ引き上げました。

以

＜この件に関するお問い合わせ先＞
広報部
電話: （03）5156-7704
www.db.com/japan
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上

を整えています。当行は、これまで顧客との関係強化に努めてきました。今後、顧客ニーズがいかに変
化しようとも、当行は、信頼されるアドバイザーおよびパートナーとして、あらゆるニーズにお応えし
ていきたいと考えています。また、当行は、強固な資本基盤と多様な資金調達手段を備えており、これ
らは当行に競合優位性をもたらしています。“従来の方針を貫く”という経営戦略に変わりはありませ
ん。当行は 2007 年第 4 四半期に向けて幸先の良いスタートをきっており、市場が正常に機能すれば、先
に公表した 2008 年の財務目標を達成できるものと考えています」と述べています。
2007 年 1～9 月期における税引前利益は、前年 1～9 月期から 14％増加し、73 億ユーロとなりました。純
収益は前年同期比 10％増の 235 億ユーロを計上し、純利益は同 30％増加して 55 億ユーロとなりました。
税引前資本利益率は、2006 年 1～9 月期の 34％に対して、2007 年 1～9 月期には 33％と僅かに減少して
います。2007 年 1 月～9 月期の希薄化後 1 株当たり利益は、前年同期比 38％上昇して 11.13 ユーロとな
りました。当行の定義に基づく税引前平均アクティブ資本利益率は、前年 1～9 月期の 33％に対して、
2007 年 1 月～9 月期では 29％となりましたが、希薄化後 1 株当たり利益は前年 1～9 月期比で 21％増加
し、9.06 ユーロとなりました。

業績ハイライト
2007 年第 3 四半期の純収益は、前年同四半期から 20％減少し、51 億ユーロを計上しました。
法人・機関投資家向けビジネス（CIB）の収益は、CB&S における 22 億ユーロの費用計上を反映して、前
年同四半期比で 21 億ユーロ、率にして 52％減少し、19 億ユーロを計上しました。CB&S の 22 億ユーロに
のぼる費用計上のうち、債券および株式のレラティブ･バリュー･トレーディング、CDO（資産担保証券）
コリレーション･トレーディング、住宅ローン担保証券に関連した費用として 16 億ユーロを計上し、こ
れにより、債券およびその他商品のセールス/トレーディングの収益は、前年同四半期比 71％減少し、5
億 7,600 万ユーロになりました。これには、当行が発行した仕組み債券（公正価格の評価を採用）のス
プレッド拡大に関連した 2,200 万ユーロの収益が含まれています。一方、株式のセールス/トレーディン
グの収益は前年同四半期で 38％減少し、4 億 2,800 万ユーロとなりました。さらに、レバレッジローン
およびローン･コミットメントに関連した費用として、2007 年第 2 四半期に計上した費用に加えて、6 億
300 万ユーロ（関連手数料を考慮した純額）が計上されました。これらの結果、オリジネーションの収益
は、1 億 2,000 万ユーロの損失となりました。他方で、アドバイザリーからの収益は、四半期ベースでは
過去最高の 2 億 6,900 万ユーロを達成しました。また、グローバル・トランザクション・バンキング
（GTB）の収益は、全ての主要商品が好調に推移したことを受け、前年同四半期比 22％増の 6 億 6,100 万
ユーロとなりました。
個人･資産運用ビジネス（PCAM）の収益は、2006 年第 3 四半期に比べ 19％増加し、26 億ユーロを計上し
ました。資産運用およびウェルス・マネージメント・ビジネス（AWM）の収益は、個人ならびにオルタナ
ティブ資産運用における好調な手数料収入と運用資産の増大を一部反映して、前年同四半期比 24％増加
し 11 億ユーロとなりました。個人顧客および中堅企業（PBC）の収益は、ブローカレッジならびにロー
ン/預金収益の増加やベルリン銀行（Berliner Bank）およびノーリスバンク（norisbank）の当行との統
合による効果を受け、前年同四半期比 15％増加し、14 億ユーロを計上しました。
コーポレート･インベストメンツ（CI）の収益は、保有事業会社株式（主にアリアンツ社とリンデ社）の
売却による収益、所有していたウォール･ストリート 60 番所在のオフィスビル売却/リースバックによる
収益、中国の華夏銀行の株式持分の増加を図るためのオプションの評価益の恩恵も受け、前年同四半期
の 8,100 万ユーロに対して 6 億 5,400 万ユーロとなりました。
2007 年 1～9 月期の純収益は、2006 年 1～9 月期と比べ 10％増加し、235 億ユーロを計上しました。CB&S
の収益は前年同期と比べほぼ同水準の 127 億ユーロとなったのに対し、GTB、AWM、PBC からの収益は、前
年同期と比べて各々17％、8％、13％増加し、19 億ユーロ、33 億ユーロ、43 億ユーロを計上しました。
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2007 年第 3 四半期の貸倒引当金繰入額は、前年同四半期の 7,600 万ユーロから増加し、1 億 500 万ユー
ロを計上しました。これは、PBC におけるベルリン銀行とノーリスバンクの買収の影響と、CIB における
800 万ユーロの貸倒引当金繰入額の増加（繰戻しの減少）を受けたものです。2007 年 1～9 月期の貸倒引
当金繰入額は、前年同期の 1 億 6,800 万ユーロに対し 2 億 8,300 万ユーロとなりました。
利息以外の費用は、前年同四半期から 22％減少し、35 億ユーロを計上しました。報酬は、前年同四半期
の 27 億ユーロに対し 17 億ユーロとなりました。これは、主に 2007 年第 3 四半期の業績の低迷を受け業
績連動ベースの報酬が減少したことを反映しています。一方、非報酬費用は、前年までに納めた付加価
値税の回収に関する新手法を適用することで税当局と合意したことや、前四半期までに解決した訴訟関
連の保険の払戻しを反映して、前年同四半期とほぼ同水準の 18 億ユーロとなりました。2007 年 1～9 月
期の利息以外の費用は、前年同期の 147 億ユーロから 8％増加し、159 億ユーロとなりました。2007 年 1
～9 月期の報酬ならびに非報酬費用は、各々、前年同期の 94 億ユーロ、53 億ユーロから増加し、99 億ユ
ーロと 60 億ユーロになりました。
2007 年第 3 四半期の税引前利益は、前年同四半期比 19％減の 14 億ユーロを計上しました。税引前平均
アクティブ資本利益率は 19％となりました。一方、4 億 9,100 万ユーロという相当額にのぼる利益（関
連費用控除後）を除いた当行の定義に基づく税引前平均アクティブ資本利益率は、12％となりました。
2007 年 1～9 月期の税引前平均アクティブ資本利益率は、前年同期の 34％に対して 33％になりました。
一方、当行の定義に基づく税引前平均アクティブ資本利益率は、前年同期の 33％に対して 29％になりま
した。
2007 年第 3 四半期の純利益は、前年同四半期比 31％増の 16 億ユーロを計上しました。また、2007 年第
3 四半期には、ドイツの税制改正やキャピタルロスの利用、税関連問題の解決、2007 年ならびにそれ以
前における還付（総額で約 6 億ユーロ）などを反映して、所得税の影響額は純額でプラスとなりました。
2007 年 1～9 月期の純利益は、前年同期と比べ 30％増加し、55 億ユーロを計上しました。希薄化後 1 株
当たり利益は前年第 3 四半期の 2.43 ユーロから率にして 36％増加し、2007 年第 3 四半期では 3.31 ユー
ロとなりました。当該四半期の希薄化後１株当たり利益が増加したのは、2006 年後半に行われたドイツ
銀行株式の取引に関する一定のデリバティブ契約の修正により、希薄化効果のある株式数が減少したこ
とを受けたものです。この影響を除いたベースでの希薄化後 1 株当たり利益の前年同四半期比の増加は、
0.78 ユーロ、率にして 31％となります。2007 年 1～9 月期の希薄化後 1 株当たり利益は、前年同期の
8.05 ユーロから 38％増加し、11.13 ユーロとなりました。2007 年 1～9 月期の先に述べた影響を除いた
ベースでの希薄化後 1 株当たり利益の前年同四半期比の増加は、2.65 ユーロ、率にして 31％でした。
2007 年第 3 四半期末時点の Tier1 自己資本比率は、2007 年第 2 四半期末時点の 8.4％から上昇し、8.8％
となりました。これは、利益剰余金の増加や厳格な原則に則った資本活用を反映したもので、当行の目
標である 8～9％の上限に近い水準です。一方、リスク加重資産は、2007 年第 2 四半期末時点から 40 億
ユーロ増加し、3,110 億ユーロとなりました。当行は、2007 年第 3 四半期、1 株当たり平均 96.75 ユーロ
で発行済株式総数の 0.3％に相当する 140 万株の自社株買戻しを実行しました。
ドイツ銀行は、引き続き 2007 年第 1 四半期および第 2 四半期と一貫した会計原則および評価方針を適用
します。

部門別業績
法人・機関投資家向けビジネス・グループ部門（CIB）
法人・機関投資家向けビジネス（CIB）の 2007 年第 3 四半期の純収益は、前年同四半期から 21 億ユーロ、
率にして 52％減少し、19 億ユーロとなりました。利息以外の費用は、前年同四半期と比べ 9 億 9,800 万
ユーロ、率にして 35％減少し、19 億ユーロを計上しました。2007 年第 3 四半期の税引前利益は、前年
同四半期に対し 11 億ユーロ、率にして 93％減少し、8,500 万ユーロとなりました。
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2007 年 1～9 月期の CIB の純収益は、前年同期と比べ 2 億 4,800 万ユーロ、率にして 2％増加し、146 億
ユーロとなりました。利息以外の費用は、前年同期に対し 6 億 4,700 万ユーロ、率にして 7％増加し、
102 億ユーロを計上しました。この期間の税引前利益は前年同期に比べ 4 億 2,300 万ユーロ、率にして
9％減少し、45 億ユーロとなりました。

コーポレート・バンキング・アンド・セキュリティーズ（CB&S）
2007 年第 3 四半期、債券およびその他商品のセールス/トレーディングの収益は、本年 8 月以降のクレジ
ット市場での急激な流動性の低下を背景に、前年同四半期と比べ 14 億ユーロ、率にして 71％減少したも
のの、5 億 7,600 万ユーロを計上しました。大規模な市場変動によって、クレジット証券と幅広い市場の
各種インデックスに基づくデリバティブなどのヘッジ商品との関係が分断されました。相殺効果のある
ヘッジポジションによる相当な収益を考慮に入れても、こうした動きは、流動性の欠如も加わって、レ
ラティブ・バリュー・トレーディングや CDO のコリレーション・トレーディング、住宅ローン担保証券
のクレジット･トレーディングのポジションに悪影響を及ぼしました。
一方で、2007 年第 3 四半期は、より安全でより流動性の高い商品への顧客ニーズの増加を背景に、短期
金融、金利商品、外国為替トレーディングの各ビジネスが堅調に推移し、これが業績に寄与する形とな
りました。特に、外国為替と金利スワップの取引高は過去最高を記録しました。当行は、極めて厳しい
市場環境の中で、マーケット･メーカーの一社として、一貫して顧客に価値ある流動性を提供しました。
これらに加え、2007 年第 3 四半期には、ドイツ銀行を発行体とした仕組み債（公正価格の評価を採用）
のスプレッド拡大の恩恵を受け、2,200 万ユーロが収益として計上されています。
株式セールス/トレーディングからの 2007 年第 3 四半期の収益は、前年同四半期に対し 2 億 6,200 万ユ
ーロ、率にして 38％減少し、4 億 2,800 万ユーロを計上しました。株式のうち顧客ビジネスに関連した
ビジネスからの収益は、アジア（日本を除く）の現物株式および仕組み商品からの収益が寄与し、前年
同四半期より僅かに増加しました。しかし、株式デリバティブにおいては、市場での相関に対応したリ
スクヘッジに伴うコストの影響を受け、業績が落ち込む結果となりました。一方、プライム･サービスは、
新規取引の獲得および既存顧客との取引増加を背景に、ほぼ全ての地域で堅調に推移しました。また、
株式自己勘定トレーディングにおいては、市場での混乱と調整がレラティブ･バリューおよび他のトレー
ディング手法に不利に作用し、損失を計上しました。
オリジネーションとアドバイザリーからの 2007 年第 3 四半期の収益は、前年同四半期に比べて 4 億
9,300 万ユーロ、率にして 77％減少し、1 億 4,800 万ユーロとなりました。これには、債券オリジネーシ
ョンの損失の要因となったレバレッジローンやローン･コミットメントに関連した評価損（関連手数料を
考慮した純額）6 億 300 万ユーロが含まれています。2007 年第 3 四半期末時点で、レバレッジによる貸
出しに対するコミットメント（未実現）は、総額で、270 億ユーロとなっています。投資適格債券の収益
は、不安定な市場環境にもかかわらず増加しました。当行は数々の起債案件を実施し、市場シェアの拡
大を達成するとともに、欧州債券の引受ランキングで 3 四半期連続で第一位を獲得しました。株式オリ
ジネーションは、クレジット市場の混乱にもかかわらず、株式発行市場の活況を受け、前年同四半期に
対し 47％の増収となりました。当行は、欧州での市場シェアを著しく拡大し、株式引受ランキングで第
一位を維持しました。アドバイザリーからの収益は、2007 年の上半期に見られた市場拡大の傾向が継続
したことを背景に、前年同四半期比 29％増の 2 億 6,900 万ユーロとなり、過去最高を記録しました。
M&A 案件については、公表案件の取引高は減少したものの、多数の新規案件に取り組んでいます。（全て
のランキング、市場での取引高、手数料プールのデータの出所：トムソンファイナンシャル、ディーロ
ジック）
2007 年第 3 四半期の貸出しからの純収益は、前年同四半期比 2,200 万ユーロ、率にして 9％減少し、2 億
1,400 万ユーロとなりました。これは主に、増加する新規貸出し案件に対し公正価格の評価を採用したこ
とによります。
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2007 年 1～9 月期の債券およびその他商品のセールス/トレーディングからの収益は、2006 年同期に比べ
4 億 2,400 万ユーロ、率にして 6％減少したものの、68 億ユーロを計上しました。2007 年 1～9 月期の株
式セールス/トレーディングからの収益は、前年同期に比べ 5 億 6,500 万ユーロ、率にして 19％増加し、35
億ユーロを計上しました。2007 年 1～9 月期のオリジネーションとアドバイザリーでは、前年同期に対し 2 億
600 万ユーロ、率にして 10％減少し、18 億ユーロとなりました。また、この期間の、貸出しからの純収
益は、前年同期に比べ 3,900 万ユーロ、率にして 5％増加し、7 億 4,900 万ユーロを計上しました。
CB&S の 2007 年第 3 四半期の貸倒引当金繰入額は、前年同四半期の 1,900 万ユーロの繰戻し（純額）に対
し、1,700 万ユーロの繰戻し（純額）を計上しました。2007 年 1～9 月期は、前年同期の 8,800 万ユーロ
の繰戻し（純額）に対し、8,000 万ユーロの繰戻し（純額）を計上しました。
CB&S の 2007 年第 3 四半期の利息以外の費用は、前年同四半期から 10 億ユーロ、率にして 41％減少し、
15 億ユーロを計上しました。これは主に、業績に伴う業績連動ベースの報酬の減少を反映したものです。
2007 年 1～9 月期の同費用は、前年同期に対して 5 億 6,400 万ユーロ、率にして 7％増加し、90 億ユーロ
を計上しました。
CB&S の 2007 年第 3 四半期の税引前利益/損失は、前年同四半期の利益水準から 12 億ユーロ減少し、1 億
7,900 万ユーロの損失計上となりました。2007 年 1～9 月期の税引前利益は、前年同期から 5 億 9,500 万
ユーロ、率にして 14％減少しましたが、38 億ユーロの利益を計上しています。

グローバル・トランザクション・バンキング（GTB）
GTB の 2007 年第 3 四半期の純収益は、当行のキャッシュ・マネジメント、法人信託サービス、貿易金融
など主要部門のビジネスが堅調であったことを反映し、前年同四半期と比べ 1 億 1,900 万ユーロ、率に
して 22％増加し、6 億 6,100 万ユーロを計上しました。キャッシュ･マネジメントでは、金融機関および
事業法人が取引銀行の集約・選別を進める傾向にあり、欧州でのクロスーボーダーの決済取引量が増加
し、増収に貢献しました。法人信託サービスの増収は、主に、新規顧客の獲得に伴い国内カストディー
業務における資産高が増加したことに起因しています。貿易金融の増収の要因としては、荷為替信用状
に係るサービスや顧客のクロスボーダーでの貿易取引における輸出金融サービスの提供において、業務
フローを改善したことが挙げられます。GTB の 2007 年 1～9 月期の純収益は、前年同期から 2 億 8,400 万
ユーロ、率にして 17％増加し、19 億ユーロとなりました。
GTB の 2007 年第 3 四半期の貸倒引当金繰入額は、前年同四半期の 900 万ユーロの繰戻し（純額）に対し、
200 万ユーロの繰戻し（純額）を計上しました。2007 年の 1～9 月期の同繰入額は、前年同期の 3,000 万
ユーロの繰戻し（純額）に対し、100 万ユーロの繰戻し（純額）となりました。
GTB の 2007 年第 3 四半期の利息以外の費用は、主に、取引高増加に伴う人員増強と案件関連費用の増加
および業績連動ベースの報酬の増加を受け、前年同四半期に比べて 1,900 万ユーロ、率にして 5％増加し、
3 億 9,900 万ユーロとなりました。2007 年 1～9 月期の同費用は、前年同期に比べ 8,300 万ユーロ、率に
して 7％増加し、12 億ユーロを計上しました。
GTB の 2007 年第 3 四半期の税引前利益は、前年同四半期と比べ 9,300 万ユーロ、率にして 55％増加し、2
億 6,300 万ユーロとなりました。2007 年 1～9 月期の税引前利益は、前年同期から 1 億 7,200 万ユーロ、
率にして 31％増加し、7 億 2,400 万ユーロとなりました。

個人・資産運用ビジネス・グループ部門（PCAM）
個人・資産運用ビジネス・グループ部門（PCAM）の 2007 年第 3 四半期の純収益は、前年同四半期に比べ
4 億 1,100 万ユーロ、率にして 19％増加し、26 億ユーロとなりました。貸倒引当金繰入額は、前年同四半
期と比べ 2,000 万ユーロ、率にして 19％増加し、1 億 2,400 万ユーロとなりました。利息以外の費用は、
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前年同四半期比で 2 億 6,500 万ユーロ、率にして 16％増加し、19 億ユーロを計上しました。税引前利益
は、前年同四半期から 1 億 2,300 万ユーロ、率にして 27％増加し、5 億 6,900 万ユーロとなりました。
2007 年 1～9 月期の PCAM の純収益は、前年同期から 7 億 3,800 万ユーロ、率にして 11％増加し、76 億ユ
ーロを計上しました。貸倒引当金繰入額は、前年同期と比べ 8,200 万ユーロ、率にして 29％増加し、3 億
6,500 万ユーロとなりました。利息以外の費用は、前年同期に比べ 4 億 8,000 万ユーロ、率にして 9％増
加し、56 億ユーロを計上しました。税引前利益は、前年同期から 1 億 6,300 万ユーロ、率にして 11％増
加し、16 億ユーロとなりました。
2007 年第 3 四半期には 170 億ユーロの新規純資金が流入しましたが、そのうち AWM が 130 億ユーロ、PBC
が 40 億ユーロとなりました。しかし、為替相場によるマイナスの影響（170 億ユーロ）とイタリアの資産
運用ビジネスの売却の影響を受け、運用資産は 40 億ユーロ減少し、9,590 億ユーロになりました。2007
年 1～9 月期の新規純資金流入は 460 億ユーロにのぼり、その内訳は AWM が 320 億ユーロ、PBC が 140 億ユ
ーロでした。

資産運用およびウェルス・マネージメント・コーポレート部門（AWM）
2007 年第 3 四半期、AWM の純収益は前年同四半期に比べて 2 億 2,100 万ユーロ、率にして 24％増加し、
11 億ユーロを計上しました。AM のポートフォリオ/ファンドマネジメントからの収益は、欧州における
リテールビジネスと RREEF オルタナティブ･インベストメンツにおける堅調なパフォーマンス手数料を受
け、前年同四半期比で 1 億 1,400 万ユーロ、率にして 22％増加しました。一方、プライベート・ウェル
ス・マネージメント（PWM）のポートフォリオ/ファンドマネジメントからの収益は、ティルネイ買収や
組織の拡大により、前年同四半期に比べ 2,300 万ユーロ、率にして 30％増加しました。株式市場が不透
明さを強めるなか、ブローカレッジ収益は、ティルネイ買収等による運用資産の増加や案件ベースの増
収を主な要因として、前年同四半期と比べ 5,900 万ユーロ、率にして 32％増加し、2 億 4,300 万ユーロ
を計上しました。さらに、オルタナティブ投資からの増収や為替の影響も、収益にプラスに作用しまし
た。貸出し/預金からの収益は、預金および貸出し取扱高の増大とマージンの拡大を受け、前年同四半期
に比べ 600 万ユーロ、率にして 13％増加しました。その他商品からの収益は、主に RREEF オルタナティ
ブ･インベストメンツの増収を受け、前年同四半期比で 1,800 万ユーロ、率にして 26％の増収となりまし
た。RREEF ファンドによるインフラ投資を初めて連結対象としたことで、増収につながりましたが、これ
は持分法適用投資による純利益の減少によって一部相殺されました。
2007 年 1～9 月期の AWM の純収益は、前年同期に比べて 2 億 4,400 万ユーロ、率にして 8％増加し、33 億
ユーロを計上しました。AM のポートフォリオ/ファンドマネジメントからの収益は、前年同期とほぼ同水
準となりました。一方、PWM のポートフォリオ/ファンドマネジメントからの収益は、前年同期に比べ
6,200 万ユーロ、率にして 26％増加しました。ブローカレッジ収益は、1 億 900 万ユーロ、率にして
18％増加し、7 億 1,900 万ユーロを計上しました。貸出し/預金からの収益は、前年同期に比べ 2,200 万
ユーロ、率にして 16％増加しました。その他商品からの収益は、前年同期に対し 6,200 万ユーロ、率に
して 24％の増収となりました。
2007 年第 3 四半期の利息以外の費用は、先に述べた RREEF オルタナティブ･インベストメンツによるイン
フラ投資を連結対象としたことを主な要因として、前年同四半期に比べて 1 億 3,400 万ユーロ、率にし
て 19％増加し、8 億 5,900 万ユーロを計上しました。2007 年 1～9 月期の利息以外の費用は、前年同期と
比べ 1 億 4,100 万ユーロ、率にして 6％増加し、25 億ユーロを計上しました。
AWM の税引前利益は、前年同四半期と比べ 8,300 万ユーロ、率にして 45％増加し、2 億 6,500 万ユーロを
計上しました。2007 年 1～9 月期の税引前利益は、前年同期と比べ 8,700 万ユーロ、率にして 13％増加
して 7 億 4,400 万ユーロを計上しました。
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個人顧客および中堅企業コーポレート部門（PBC）
PBC では、2007 年第 3 四半期に、預金ならびに貸出し双方の取扱高が一層拡大しました。2007 年第 3 四半
期には 40 億ユーロの新規純資金が流入し、2007 年 9 月 30 日時点の運用資産は 2,000 億ユーロにのぼって
います。顧客数は、2007 年第 3 四半期に約 25 万 6,000 増加（純増）し、1,340 万に達しました。これは
主にドイツ国内における増加でしたが、インド、イタリア、ポーランドにおける増加も寄与しました。
2007 年第 3 四半期の PBC からの純収益は、前年同四半期と比べ 1 億 8,900 万ユーロ、率にして 15％増加
し、14 億ユーロとなりました。貸出し/預金収益は、ベルリン銀行とノーリスバンクの買収による取扱高
増加を主な要因として、前年同四半期に比べ 1 億ユーロ、率にして 15％増加しました。ポートフォリオ/
ファンドマネジメントの収益は、前年同四半期と比べ 800 万ユーロ、率にして 13％増加しました。一方、
ブローカレッジからの収益は、株式市場が不透明感を強めるなかでも、前年同四半期に対して 4,000 万ユ
ーロ、率にして 16％増加し、2 億 8,900 万ユーロになりました。支払い、口座管理その他金融サービスの
収益は、前年同四半期比で 2,100 万ユーロ、率にして 10％増の 2 億 3,800 万ユーロを計上しましたが、こ
れも主に先に述べた買収による増加を要因とするものです。
2007 年 1 月～9 月期の純収益は、前年同期に比べ 4 億 9,400 万ユーロ、率にして 13％増の 43 億ユーロを
計上しました。貸出し/預金収益は前年同期に比べ 2 億 8,700 万ユーロ、率にして 15％の増加となりまし
た。ポートフォリオ/ファンドマネジメントからの収益は前年同期を僅かに 4％、額にして 800 万ユーロ上
回り、2 億 2,200 万ユーロとなりました。ブローカレッジ収益は、前年同期に比べ 1 億 500 万ユーロ、率
にして 13％増加し、9 億 4,300 万ユーロとなりました。支払い、口座管理その他金融サービスの収益は、
前年同期に比べ 4,800 万ユーロ、率にして 7％増の 6 億 9,000 万ユーロとなりました。その他商品は、前
年同期に比べ 4,600 万ユーロ、率にして 22％増加しています。
貸倒引当金繰入額は、先に述べた買収の影響を受け、前年同四半期と比べ 1,900 万ユーロ、率にして
18％増加し、1 億 2,400 万ユーロとなりました。2007 年 1～9 月期の貸倒引当金繰入額は、前年同期から
8,000 万ユーロ、率にして 28％増加し、3 億 6,400 万ユーロとなりました。
2007 年第 3 四半期の利息以外の費用は、前年同四半期に比べ 1 億 3,000 万ユーロ、率にして 15％増加し、
10 億ユーロとなりました。この増加は、主に、先に述べた買収にかかわる統合費用やインドやポーラン
ドといった成長著しい地域における継続的投資に関連したものです。2007 年 1～9 月期の利息以外の費用
は、前年同期に比べ 3 億 3,800 万ユーロ、率にして 12％増加し、31 億ユーロを計上しました。
PBC の税引前利益は、前年同四半期に比べ 4,000 万ユーロ、率にして 15％増加し、3 億 400 万ユーロを計
上しました。2007 年 1～9 月期の税引前利益は、前年同期と比べ 7,600 万ユーロ、率にして 9％増加し、
8 億 9,400 万ユーロとなりました。

コーポレート・インベストメンツ・グループ部門（CI）
コーポレート・インベストメンツ（CI）の 2007 年第 3 四半期の税引前利益は、前年同四半期の 4,500 万
ユーロに対して、6 億 2,900 万ユーロとなりました。当該四半期の数字には、保有事業会社（アリアンツ
社とリンデ社）株式の一部売却による利益である 3 億 500 万ユーロ、所有していたニューヨーク市ウォ
ール･ストリート 60 番所在のオフィスビル売却/リースバックからの利益として 1 億 8,700 万ユーロ、そ
して、中国の華夏銀行の株式持分の増加を図るためのオプションの評価益の恩恵も受けました。
2007 年 1 月～9 月期の税引前利益は、前年同期の 2 億 8,100 万ユーロに対して、12 億ユーロを計上しま
した。
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連結および調整
「連結および調整」では、2007 年第 3 四半期に 1 億 6,800 万ユーロの税引前利益を計上しました。この
利益には、ビジネス部門別の報告においてマネジメント報告と IFRS との間で会計方法が異なることによ
るマイナスの調整金額（2,800 万ユーロ）と事業セグメントには属さない様々な非事業項目（“コーポレ
ート”）からの収益（1 億 9,700 万ユーロ）が含まれています。“コーポレート”には、税務当局と合意
した新たな手法に基づいた前年までの付加価値税の回収や、複数の訴訟に関連した保険の払戻しが含ま
れています。2006 年第 3 四半期では、税引前利益は 9,300 万ユーロで、これにはマネジメント報告と
IFRS との間で会計方法が異なることによる調整金額（1,500 万ユーロ）ならびに“コーポレート”とし
て 7,800 万ユーロが計上されました。この“コーポレート”には、2001 年 9 月 11 日の米国同時多発テロ
に関連したビジネスの中断や関連コストに対する保険の支払いが含まれています。
2007 年 1～9 月期の「連結および調整」の税引前利益は、前年同期が 2 億 3,200 万ユーロの税引前損失で
あったのに対して、3,100 万ユーロの利益となりました。

ドイツおよび欧州連合の報告規則に基づき、ドイツ銀行は、2007 年度より国際財務報告基準（IFRS）に従った連結
財務報告書を作成することが要請されています。これを受け、ドイツ銀行は、2007 年第 3 四半期の決算（比較参照
のための 2006 年第 3 四半期の数字を含む。）を IFRS に従って作成しています。

添付資料：
本資料は 2007 年 9 月 30 日付け四半期決算報告書の抜粋です。

2007 年 9 月 30 日 付 け 四 半 期 決 算 報 告 書 の 完 全 版 は 、 ド イ ツ 銀 行 AG の ホ ー ム ペ ー ジ
http://www.deutsche-bank.com/3Q2007 か ら 、 2007 年 第 3 四 半 期 の 補 足 財 務 デ ー タ は http://www.deutschebank.de/ir/financial-supplements から入手可能です。ご利用ください。

＜この件に関するお問い合わせ先＞
広報部

本リリースで提供される情報は、国際会計基準（IAS）第1号および国際財務報告基準（IFRS）第1号に準拠した完全
な財務諸表を表示するものではありません。従って、2007年の完全な財務諸表の作成に応じて、修正される可能性が
あります。セグメント情報は、IFRS第8号「事業セグメント」に基づいています。なお、IFRS第8号は、国際会計基準
審議会（IASB）による承認を得ていますが、欧州連合からの支持はまだ得られていません。四半期決算報告書におけ
るセグメント情報は、欧州連合が支持する基準であるIAS第14号と調和するように作成されています。
さらに、本リリースには、将来の事象に関する記述が含まれています。将来の事象に関する記述とは、歴史的事実で
はない記述であり、ドイツ銀行の考えや予想、およびその基礎となる前提が含まれます。これらの記述は、ドイツ銀
行グループの経営陣が現在入手可能な予定、推定および計画に基づいています。従って、将来の事象に関する記述は、
あくまで当該記述がなされた日現在のものであって、当グループはこれらの記述に関して、新しい情報や将来生起し
た事象があっても、これを更新して公表する責任は負いません。
将来の事象に関する記述は、その性質上リスクおよび不確実性を含みます。従って、いくつかの重要な要因が作用し
て、現実の結果を、将来の事象に関する記述に含まれる結果とは大きく異なるものにする可能性があります。これら
の要因には、ドイツ、ヨーロッパ、米国および当グループが収益の重要な部分を得ているその他の地域における金融
市場の動向、借り手または取引相手による将来の債務不履行、経営施策の実践、当グループのリスク・マネジメント
の施策、手続および方法への信頼性、ならびに米国証券取引委員会（SEC）への情報開示に関連するリスク等が含ま
れます。このような要因については、SEC に提出した当グループの 2007 年 3 月 27 日付年次報告書（Form 20-F）の
「リスク・ファクター」の表題のもとで 9 頁から 15 頁までに詳しく記載されています。当該報告書の写しは、請求
により入手可能であり、また www.deutsche-bank.com/ir.からダウンロードすることができます。

─ 60 ─

資料
ドイツ銀行グループ損益計算書（未監査）
損益計算書
単位：百万ユーロ

2007年9月30日に
終了した3ヵ月

利息収益
資金調達費用

2006年9月30日に
終了した3ヵ月

2007年09月30日
に終了した9ヵ月

2006年09月30日
に終了した9ヵ月

16,830
14,697
2,133
105

14,572
12,667
1,905
76

貸倒引当金繰入額控除後の純利息収益

2,028

1,.829

5,874

5,228

手数料およびフィー収益
公正価値で測定した金融資産および金融負債の変動か
ら生じる損益に係る純利益（損失）
売却可能有価証券に係る純利益（損失）
持分法適用投資による純利益（損失）
その他の収益

3,016

2,556

9,089

8,248

(837)
454

1,493
187

6,196
780

6,609
409

17
312

72
156

359
873

373
283

純利息収益
貸倒引当金繰入額

51,298
45,141
6,157
283

43,402
38,006
5,396
168

利息以外の収益合計

2,962

4,464

17,297

15,922

給与手当
一般管理費
無形資産減損
再構築費用

1,696
1,847
(2)

2,748
1,745
18

9,899
5,916
54
(10)

9,414
5,194
118

利息以外の費用合計

3,541

4,511

15,859

14,726

所得税費用前利益
法人所得税費用 （ベネフィット）

1,449
(182)

1,782
536

7,312
1,772

6,424
2,173

当期純利益

1,631

1,246

5,540

4,251

少数株主利益
ドイツ銀行株主利益

9
1,622

7
1,239

19
5,521

24
4,227

１株当たり純利益 (EPS)
単位：ユーロ
1普通株当たりの利益：
基本的
希薄化後(1)

2007年9月30日に
終了した3ヵ月

2006年9月30日に
終了した3ヵ月

2007年09月30日
に終了した9ヵ月

2006年09月30日
に終了した9ヵ月

3.43
3.31

2.67
2.43

11.66
11.13

9.04
8.05

472.6

464.6

473.4

467.5

489.4

510.3

495.9

521.6

発行済み株式数（百万株）
基本的1株当たり利益計算株式数―加重平均調整済み
希薄化後1株当たり利益計算株式数―株式転換想定
後、加重平均調整済み

(1) 希薄化効果のある転換の影響を含む。2007 年 9 月 30 日に終了した 3 ヵ月および 9 ヵ月の各期間への当該影響は 0.00 ユーロ。
2006 年 9 月 30 日に終了した 3 ヵ月および 9 ヵ月の各期間への当該影響はそれぞれ 0.00 ユーロおよびマイナス 0.05 ユーロ。
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資料
ドイツ銀行グループ貸借対照表（未監査）
資産
2007年9月30日現在

単位：百万ユーロ

2006年12月31日現在

現金および銀行預け金

11,808

7,008

利付銀行預け金

19,184

19,199

中央銀行ファンド貸出金および売戻条件付買入有価証券（逆レポ）
借入有価証券

11,084

14,265

公正価値で測定した金融資産の変動から生じる損益
売却可能金融資産
持分法適用投資
貸出金

70,195

62,943

1,294,523

1,091,045

41,678

35,271

2,794

3,389

193,352

181,291

土地建物および設備

2,515

3,241

無形固定資産

8,774

8,612

215,602

139,031

7,503

6,473

1,879,012

1,571,768

その他の資産
所得税資産
資産合計

負債および持分
2007年9月30日現在

単位：百万ユーロ

2006年12月31日現在

預金

443,370

411,916

中央銀行ファンド借入金および買戻条件付売却有価証券（レポ）

143,704

102,200

貸付有価証券
公正価値で測定した金融負債の変動から生じる損益
その他の短期借入金
その他の負債
引当金
所得税負債

11,594

21,174

817,549

666,293

45,965

48,433

210,556

144,130

1,594

1,768

6,687

6,358

150,970

127,015

優先信託証券

5,906

4,771

自己株式購入義務

3,575

4,327

1,841,470

1,538,385

1,353

1,343

資本剰余金

15,441

15,246

利益剰余金

24,063

20,359

自己普通株式、取得原価

(2,812)

(2,378)

自己株式購入義務振替額

(3,574)

(4,307)

4,006

3,208

(63)

(45)

長期債務

負債合計
普通株式、無額面、名目価額 2.56 ユーロ

損益計算書上で認識されない純利益（損失）、税引後
売却可能金融資産未実現純利益、該当する税金およびその他控除後
キャッシュ・フロー・ヘッジ目的のデリバティブに係る未実現純利益
（損失）、 税引後
外貨換算調整勘定、税引後

(1,613)

(760)

2,330

2,403

株主持分合計

36,801

32,666

少数株主持分

741

717

損益計算書上で認識されない純利益（損失）の合計、税引後

持分合計
負債および持分合計
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37,542

33,383

1,879,012

1,571,768

資料
ドイツ銀行グループ主要財務指標
2007年
第3四半期
ドイツ銀行株式 株価（期末）
ドイツ銀行株式 高値
ドイツ銀行株式 安値

2006年
第3四半期

増減
（前年同四半期比）

€90.38
€ 109.80
€ 87.16

€ 95.16
€ 95.81
€ 82.39

N/M
15 ％
6％

€ 3.43
€ 3.31
473
489

€ 2.67
€ 2.43
465
510

28 ％
36 ％
2％
(4)％

平均株主持分合計利益率（税引後）(2)
税引前平均株主持分合計利益率 (2)
税引前平均アクティブ資本利益率 (2)

17.9 ％
15.9 ％
18.9 ％

17.2 ％
24.6 ％
28.0 ％

0.7 ppt
(8.7)ppt
(9.1)ppt

発行済株式1株当たり純資産価額(2)
基本的流通普通株式1株当たり純資産価額(2)

€ 69.65
€77.41

€ 56.92
€ 63.22

22 ％
22 ％

69.5 ％
33.3 ％
36.2 ％

70.8 ％
43.2 ％
27.7 ％

(1.3)ppt
(9.9)ppt
8.5 ppt

総収益
単位：百万ユーロ
貸倒引当金繰入額
単位：百万ユーロ
利息以外の費用合計
単位：百万ユーロ
所得税費用前利益
単位：百万ユーロ

5,095
105
3,541
1,449

6,369
76
4,511
1,782

(20)％
38 ％
(22)％
(19)％

当期純利益

1,631

1,246

31 ％

総資産
単位：十億ユーロ
株主持分合計 (3)
単位：十億ユーロ

1,879
37

1,605
30

17 ％
24 ％

BIS規制コア自己資本率（Tier 1）(3)

8.8 ％

8.9 ％

(0.1)ppt

拠点数 (3)
内、ドイツ国内の拠点数

1,868
991

1,609
835

16 ％
19 ％

77,920
27,799

67,474
26,332

15 %
6%

Aa1
AA
AA-

Aa3
AAAA-

基本的1株当たり純利益
希薄化後1株当たり純利益 (1)
平均流通普通株式数（基本的、百万株)
平均流通普通株式数（希薄化後、百万株）

費用/収益比率
報酬比率 (2)
非報酬比率 (2)

(2)

単位：百万ユーロ

(3)

従業員数（常勤相当）(3)
内、ドイツ国内の従業員数
長期格付け (3)
ムーディーズ・インベスターズ・サービス
スタンダード・アンド・プアーズ
フィッチ

(1) 希薄化効果のあるデリバティブの影響（税引後）を含む
(2) 各比率の定義は以下の通り。
- 税引前平均株主持分合計利益率：ドイツ銀行株主に帰属する所得税費用前利益（所得税前利益から少数株主持分を控除し
た額、年換算）を平均株主持分で除した比率
- 税引前平均アクティブ資本利益率：所得税前利益から少数株主持分を除いた額と定義される、ドイツ銀行株主に帰属する
所得税費用前利益（所得税前利益から少数株主持分を控除した額、年換算）の平均アクティブ資本に対する比率
- 費用/収益比率：利息以外の費用の、純収益合計（貸倒引当金繰入額控除前純利息収益に利息以外の収益を加えた額）に対
する比率
- 報酬比率：給与手当の純収益合計（貸倒引当金繰入額控除前純利息収益に利息以外の収益を加えた額）に対する比率
- 非報酬比率：非報酬費用（利息以外の費用合計から給与手当を差し引いた額）の純収益合計に対する比率
- 発行済株式 1 株当たり純資産価額：自己資本を発行済株式数で除した比率（いずれも期末時点）
- 基本的流通普通株式 1 株当たり純資産価額：自己資本を基本的流通普通株式数で除した比率（いずれも期末時点）
(3) 期末時点
株価データの出典：トムソンファイナンシャル、XETRA、日中の高値・安値
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事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移

１．事業内容の概要
ドイツ、フランクフルト・アム・マインに本店を置くドイツ銀行はドイツ最大の銀行であり、そ
の総資産（2006年12月31日現在１兆1,260億ユーロ）からみてヨーロッパおよび世界における最大級
の金融機関である。2006年12月31日現在で、当行は、フルタイム換算で68,849名の従業員を雇用し、
世界73か国で1,717を超える機関（そのうち54％はドイツ国内）を運営している。当行は、多岐にわ
たる投資、金融商品およびこれらに関連する商品やサービスを、世界中の個人顧客、事業法人およ
び機関投資家に提供している。

２．主要な経営指標等の推移
（便宜上記載されている日本円金額は、2007年５月31日現在の株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行の対顧
客電信売買相場の仲値（１ユーロ＝163.43円）により計算されている。）

(a）ドイツ銀行グループ（連結ベース）（注１）
（単位：百万ユーロ（億円））
年

度

2002年

純収益合計
法人所得税費用および会計処理方法変更の累
積的影響前利益
当期純利益（注２）
普通株式
株主持分合計
総資産

2003年

2004年

2005年

2006年

24,456
(39,968)

20,155
(32,939)

21,546
(35,213)

25,266
(41,292)

28,008
(45,773)

3,549
(5,800)

2,756
(4,504)

4,029
(6,585)

6,112
(9,989)

8,125
(13,279)

397
(649)

1,365
(2,231)

2,472
(4,040)

3,529
(5,767)

5,986
(9,783)

1,592
(2,602)

1,490
(2,435)

1,392
(2,275)

1,420
(2,321)

1,343
(2,195)

29,991
(49,014)

28,202
(46,091)

25,904
(42,335)

29,936
(48,924)

32,808
(53,618)

758,355
803,614
840,068
992,161
1,126,230
(1,239,380) (1,313,346) (1,372,923) (1,621,489) (1,840,598)

ＢＩＳ規制自己資本比率（TierⅠ＋Ⅱ＋Ⅲ）
（％）
１株当たり株主持分
（ユーロ（円））
基本的１株当たり純利益
（ユーロ（円））（注２）

12.6

13.9

13.2

13.5

12.8

51.23
(8,373)

49.91
(8,157)

50.08
(8,185)

59.21
(9,677)

65.79
(10,752)

0.64
(105)

2.44
(399)

5.02
(820)

7.62
(1,245)

13.31
(2,175)

（注１）財務報告書は、U.S.GAAPに従って作成されている。
（注２）税率変更による1999年度／2000年度貸方計上額の振戻しによる法人所得税費用（ベネフィット）（2002年、2003年、2004年、2005
年および2006年の12月31日に終了する年度について、それぞれ2,817百万ユーロ、215百万ユーロ、120百万ユーロ、544百万ユーロ
および（百万ユーロ））を含む。
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(b）ドイツ銀行
（単位：百万ユーロ（億円））
年

度

総収益

2002年
32,960
(53,867)

2003年
29,810(注3)

2004年

2005年

2006年

(48,718)

27,086
(44,267)

48,231
(78,824)

51,750
(84,575)

営業利益

2,721
(4,447)

1,064
(1,739)

874
(1,428)

9,951(注4)
(16,263)

6,569
(10,736)

当期純利益

820
(1,340)

820
(1,340)

880
(1,438)

3,672
(6,001)

4,280
(6,995)

資本金

1,592
(2,602)

1,490
(2,435)

1,392
(2,275)

1,420
(2,321)

1,343
(2,195)

総資産

700,870
742,401
852,462
1,429,341
1,454,664
(1,145,432) (1,213,306) (1,393,179) (2,335,972) (2,377,357)
21,636
(35,360)

20,001
(32,688)

17,574
(28,721)

20,893
(34,145)

21,965
(35,897)

33.49
(5,473)

32.87
(5,372)

30.61
(5,003)

32.72(注5)
(5,347)

37.86
(6,187)

１株当たり純利益
（ユーロ（円））

1.32
(216)

1.41
(230)

1.62
(265)

7.14(注5)
(1,167)

8.16
(1,334)

１株当たり配当
（ユーロ（円））

1.30
(212)

1.50
(245)

1.70
(278)

2.50
(409)

4.00
(654)

配当性向（％）

98.5

106.4

104.9

35.0

49.0

31,132

27,965

26,732

25,927

25,975

純資産額
１株当たり純資産額（注１）
（ユーロ（円））

従業員数（人）（注２）
（注１）配当可能利益を除く。
（注２）フルタイム換算の平均従業員数。

（注３）比較を容易にするため、受取利息、支払利息、普通株式およびその他の変動利付債券からの経常収益、手数料収入ならびに金融取
引からの純利益に関する2003年の数値は、2004年の表示基準に合わせて計上した。これは、主に、トレーディング収益に対して配
分済の配当落ち調整（ショート・ポジションから生じる配当相当額）の分類に影響を及ぼした。
（注４）当行のトレーディング業務の評価方法の変更、およびリスク調整時価方式の採用が、9,951百万ユーロに上る営業利益に主要な貢
献を果たした。
（注５）2006年１月24日、取締役会が当行の自己株式4,000万株を消却する旨の決議を行ったことを考慮している。自己株式の消却後に発
行された株式数は、514,535,270株であり、配当可能利益を除外した資本金および準備金は、16,837百万ユーロであった。
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