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第一部【証券情報】 

第１【募集要項】 

 本「第１ 募集要項」には23の異なる種類の有価証券信託受益証券についての記載がなされている。

一定の記載事項について、それぞれの有価証券信託受益証券ごとに異なる取扱いがなされる場合には、

それぞれの有価証券信託受益証券ごとに記載内容を分けて記載している。かかる記載方法による場合は、

かかる見出しの下で定義された用語は当該有価証券信託受益証券の関係でその定義された意味を有する。

一方、それぞれの有価証券信託受益証券の内容に差異がない場合または一定の事項を除き差異がない場

合には、それぞれの有価証券信託受益証券に関する記載は共通のものとしてまとめ、かつ例外事項があ

ればこれを示して記載している。 

１【預託証券及び有価証券信託受益証券の募集】 

銘柄 

銘柄(注１) 受託有価証券(注２) 

１ 
NEXT NOTES 香港ハンセン・ 

ダブル・ブル ETN 
ハンセン指数・レバレッジインデックス連動債

２ NEXT NOTES 香港ハンセン・ベア ETN ハンセン指数・ショートインデックス連動債

３ 
NEXT NOTES 韓国KOSPI・ 

ダブル・ブル ETN 
韓国総合株価指数200・レバレッジインデックス連動債 

４ NEXT NOTES 韓国KOSPI・ベア ETN 
韓国総合株価指数200（先物）・ 

インバースインデックス連動債

５ NEXT NOTES 金先物 ダブル・ブル ETN 日経・JPX金レバレッジ指数連動債 

６ NEXT NOTES 金先物 ベア ETN 日経・JPX金インバース指数連動債 

７ 
NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ 

ブル ETN 
日経・JPX原油レバレッジ指数連動債３ 

８ NEXT NOTES ドバイ原油先物 ベア ETN 日経・JPX原油インバース指数連動債 

９ 
NEXT NOTES NYダウ・ダブル・ブル・ 

ドルヘッジETN 

ダウ・ジョーンズ工業株価平均 

レバレッジ（２倍）・インデックス

（円ヘッジ・プライスリターン）連動債 

（以下「ダウ・ジョーンズ工業株価平均レバレッジ指数

連動債」という。） 

10 
NEXT NOTES NYダウ・ベア・ 

ドルヘッジETN 

ダウ・ジョーンズ工業株価平均 

インバース（－１倍）・インデックス

（円ヘッジ・トータルリターン）連動債

（以下「ダウ・ジョーンズ工業株価平均インバース指数

連動債」という。） 

11 NEXT NOTES 東証マザーズETN 東証マザーズ指数連動債 
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12 
NEXT NOTES STOXXアセアン好配当50 

（円、ネットリターン）ETN 

STOXX アセアン好配当50 

（円、ネットリターン）連動債 

13 
NEXT NOTES S&P500 配当貴族 

(ネットリターン) ETN
S&P500 配当貴族指数(課税後配当込み)連動債 

14 
NEXT NOTES S&P シンガポール リート 

(ネットリターン) ETN
S&P シンガポールREIT指数(課税後配当込み)連動債 

15 
NEXT NOTES インドNifty・ 

ダブル・ブル ETN 
Nifty レバレッジ(プライスリターン)指数連動債 

16 NEXT NOTES インドNifty・ベア ETN 
Nifty デイリーインバース 

(トータルリターン)指数連動債

17 
NEXT NOTES 野村日本株高配当70 

（ドルヘッジ、ネットリターン）ETN 

野村日本株高配当70・米ドルヘッジ指数 

（ネットトータルリターン）連動債

18 
NEXT NOTES 日本株配当貴族 

（ドルヘッジ、ネットリターン）ETN 

S&P/JPX 配当貴族指数 

（米ドルヘッジ、課税後配当込み）連動債 

19 
NEXT NOTES 東証REIT 

（ドルヘッジ、ネットリターン）ETN 
税引後配当込東証REIT米ドルヘッジ指数連動債 

20 
NEXT NOTES 野村AIビジネス70 

（ネットリターン）ETN
野村AIビジネス70（ネットリターン）連動債 

21 
NEXT NOTES 高ベータ30 

（ネットリターン）ETN

野村日本株高ベータ・セレクト30 

（ネットリターン）連動債

22 
NEXT NOTES 低ベータ50 

（ネットリターン）ETN

野村日本株低ベータ・セレクト50 

（ネットリターン）連動債

23 
NEXT NOTES ニッチトップ 中小型日本株

（ネットリターン）ETN

ファクトセット・グローバル・ニッチトップ・ジャパン

エンタープライズ指数（課税後配当込み）連動債

(注１) 以下、第１から第23までの受益証券発行信託に係る受益権を個別にまたは総称して「本受益権」と

いう。また、各本受益権に係る信託を個別にまたは総称して「本信託」という。 

(注２) 以下、各本受益権に係る本信託の信託財産である第１から第23までの受託有価証券を個別にまたは

総称して「本外国指標連動証券」という。また、第５から第８までの受託有価証券を個別にまたは

総称して「日経・JPX指数連動債」、第９および第10の受託有価証券を個別にまたは総称して「ダ

ウ・ジョーンズ工業株価平均指数連動債」、第13および第14の受託有価証券を個別にまたは総称し

て「S&P指数(課税後配当込み)連動債」、第15および第16の受託有価証券を個別にまたは総称して

「Nifty指数連動債」ということがある。

(注３) 本外国指標連動証券の元本その他の支払は、野村ホールディングス株式会社により保証される。 

(注４) 本書の提出会社であるノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイは、第１から第23までの本

受益権に係る有価証券届出書を2021年８月19日に関東財務局長に提出している。 

発行価額の総額 

各本受益権について、500億円を上限とする。 

なお、第１から第４までの本受益権は2013年２月18日に、第５から第８までの本受益権は2013年４

月19日に、第９から第11までの本受益権は2013年10月28日に、第12の本受益権は2014年３月12日に、

第13から第16までの本受益権は2014年11月18日に、第17の本受益権は2015年３月16日に、第18および

第19の本受益権は2016年12月１日に、第20から第22までの本受益権は2017年３月１日に、また第23の

本受益権は2019年７月10日に、それぞれ東京証券取引所に上場された。 
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発行価格 

各本受益権について、１口当たり、申込受付日（以下に定義する。）現在の本外国指標連動証券１

券面の額面金額（１万円。ただし、日経・JPX原油レバレッジ指数連動債３の場合は100円）当たりの

償還価額（下記「本外国指標連動証券の概要 ２ 償還および買入 (c) 用語の定義」に定義する。）

を受益権付与率（以下に定義する。）で除することにより算出される価額（小数点以下は切り上げ

る。）（以下「発行価格」という。）とする。なお、申込手数料が別途必要となる。 

本書において、「申込受付日」とは、(ⅰ)申込みを受け付けた日の午前10時までに本信託の委託者

である野村證券株式会社（以下かかる地位において「委託者」という。）が受理した申込みについて

は、当該申込みを受け付けた日をいい、(ⅱ)申込みを受け付けた日の午前10時より後に委託者が受理

した申込みについては、当該申込みを受け付けた日の翌日（以下に定義する申込不可日を除く。）と

する。また、本書において、「受益権付与率」とは、各本受益権の口数を各本外国指標連動証券の口

数で除した比率をいい、当初の受益権付与率は100％である。 

申込単位は、各本受益権について20,000口以上１口単位とする。 

申込手数料は、１口当たり、発行価格に販売会社である野村證券株式会社（以下かかる地位におい

て「販売会社」という。）が独自に定める率を乗じた額（※）とする。当該手数料には、消費税等の

相当額が含まれる。 

※ 詳細は、販売会社まで問い合わせされたい。 

 

利率 

本受益権に利息は付されない。 

 

申込期間 

申込期間：2022年10月４日から2023年11月３日までとする。 

＊なお、申込期間は、上記申込期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新される。 

委託者は、原則として、次の期日または期間（以下「申込不可日」という。）における各本受益権

の取得申込みの受付けを停止する。 

(1) 銀行営業日（以下に定義する。）以外の日 

(2) ロンドンおよびニューヨークにおいて、商業銀行および外国為替市場が支払の決済を行い、通

常の業務（外国為替取引および外貨預金取引を含む。）を営んでいる日以外の日 

(3) 本指数（下記「本外国指標連動証券の概要 ２ 償還および買入 (c) 用語の定義」に定義す

る。）に関連する本取引所（下記「本外国指標連動証券の概要 ２ 償還および買入 (c) 用

語の定義」に定義する。）の取引所営業日（下記「本外国指標連動証券の概要 ２ 償還およ

び買入 (c) 用語の定義」に定義する。）以外の日 

(4) 本信託の計算期日（以下に定義する。）前の一定期間であって、受託者（下記「申込取扱場所 

(2) その他申込み等に関する事項」に定義する。）が本信託の決算事務の都合上各本受益権の

取得申込みの受付を停止する必要があると判断する期間 

(5) オランダ王国において発行会社の年次決算または未監査中間決算が公表される等、金融商品取

引法に基づく開示が行われる必要がある事由が発生してからかかる開示が行われるまでの期間 

(6) その他類似の理由により、本外国指標連動証券の取得またはその信託設定が困難である日 

(7) 下記「申込取扱場所 (2) その他申込み等に関する事項」に記載の事由が生じている日 

本書において、「銀行営業日」とは、銀行法により、日本において銀行の休日と定められ、または

休日とすることが認められた日以外の日をいう。また、本書において、「計算期日」とは、毎年４月

30日および本信託終了日をいう。  
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申込証拠金 

該当事項なし。 

 

申込取扱場所 

販売会社である野村證券株式会社において申込みの取扱いを行う。その他の申込取扱場所（販売会

社）については、下記の照会先まで問い合わせされたい。 

＜照会先＞ 

野村證券株式会社 

東京都中央区日本橋一丁目13番１号 

(1) 申込みの方法 

販売会社所定の方法で申し込むものとする。 

(2) その他申込み等に関する事項 

販売会社は、以下のいずれかの事由に該当する場合には、本受益権の取得申込みの受付を停止す

ることまたはすでに受け付けた本受益権の取得申込みの受付を取り消すことができる。その場合、

販売会社、委託者、三菱UFJ信託銀行株式会社および日本マスタートラスト信託銀行株式会社（以下

「受託者」という。）または受託者が選定し本外国指標連動証券の保管業務を委託した外国所在の

者（以下「カストディアン」という。）のいずれも、当該受付の停止または取消しにより投資家に

生じた損害について責任を負わない。 

①  以下のいずれかの事由により本受益権または本外国指標連動証券の適正な条件での取得が困

難な場合または遅延する場合 

・国内外の金融商品取引所等における取引の停止または遅延 

・決済機能の停止または遅延 

・外国為替取引の停止または遅延 

・申込みに係る口数が極めて多いものと販売会社が合理的に判断した場合 

②  天災地変または政治、経済、軍事、通貨等に係る非常事態が発生した場合、その他販売会社、

委託者、受託者またはカストディアンの支配を超えた事由により、本受益権または本外国指

標連動証券の適正な条件での調達または取得が困難な場合または遅延する場合 

 

払込期日 

各申込受付日の追加の信託設定に係る発行価格の総額は、販売会社を通じて、申込受付日の６決済

営業日（以下に定義する。）後または委託者の指定するそれ以降の日（以下本項において「払込期日」

という。）に、委託者の指定する口座に払い込まれる。本書において、「決済営業日」とは、商業銀

行および外国為替市場が東京において支払決済および一般業務を行い、かつ証券保管振替機構および

各本外国指標連動証券の関連する決済システム（原則としてユーロクリア（下記「本外国指標連動証

券の概要 ３ 支払 (a) 支払に関する一般規定に定義する。））が決済指図の受理および実行のた

めに稼動している日をいう。 

ただし、投資家は、取得申込みを行った販売会社の指定する日までに申込代金を当該販売会社に支

払うものとする。なお、販売会社所定の方法により、払込期日以前に申込代金を支払う必要がある場

合がある。 

 

権利の内容 

各本受益権に係る権利の内容は、以下のとおりである。 
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分配金 

本外国指標連動証券について利息が支払われる場合、受託者は、受益者に対して分配金を支払うた

め、次の方法により、本受益権１口当たりの信託分配単価の算出を行う。本受益権１口当たりの信託

分配単価は、入金された利息の総額を、本受益権の総口数で除して算出するものとする。 

受託者は、分配金に係る権利確定日現在の受益者に対して、上記の本受益権１口当たりの信託分配

単価を基準に、本受益権の口数に応じて信託分配額を算出し、源泉所得税（地方税を含む。）を適用

される範囲で控除した残額を分配する。 

 

転換請求権（解約による信託財産等の交付） 

受益者は、自己の有する本受益権につき、本信託の全部または一部を解約し、受託者から当該本受

益権の表章する信託財産である本外国指標連動証券の交付を受けることはできない。これに代わる換

金手段として、下記の委託者に対する買取請求権の他、本受益権を上場することで、金融商品取引所

により流通市場を提供するものである。 

 

委託者に対する買取請求権 

受益者は、本受益権が上場している間、自己の有する本受益権の全部または一部に関して、委託者

に対して、買取を請求することができる。ただし、本受益権の買取の請求は、１回の請求につき、同

一銘柄につき20,000口（受益権付与率が変更された場合その他必要と認める場合には、委託者は東京

証券取引所にあらかじめ開示した上で、当該口数を変更することがある。）以上１口単位とする。 

委託者は、受益者より上記の請求（以下「委託者買取請求」という。）が行われた場合、５東証営

業日（以下に定義する。）を上回らない期間内の東証営業日（請求除外日（以下に定義する。）を除

く。）に当該委託者買取請求を受け付ける。委託者買取請求に基づく委託者による本受益権の買取価

額は、本受益権１口当たり、以下に定める日（ただし、当該日が請求除外日である場合、または当該

日において市場混乱事由（下記「本外国指標連動証券の概要 ２ 償還および買入 (c) 用語の定義」

に定義する。）、追加障害事由（下記「本外国指標連動証券の概要 ２ 償還および買入 (d) 本指

数の調整 (ロ)調整事由」に定義する。）もしくは指数調整事由（下記「本外国指標連動証券の概要 

２ 償還および買入 (d) 本指数の調整 (ロ)調整事由」に定義する。）が発生した場合には、その

直後の請求除外日ではない日であって当該事由が発生していない日とする。）現在の本外国指標連動

証券１口当たりの償還価額の99.95％に受益権付与率で除して算定される価額（１円未満の端数は切り

上げる。）とする。 

(1) 当該委託者買取請求が行われた日の午前10時までに委託者が受理した当該委託者買取請求につ

いては、当該委託者買取請求が行われた日 

(2) 当該委託者買取請求が行われた日の午前10時より後に委託者が受理した当該委託者買取請求に

ついては、当該委託者買取請求が行われた日の翌東証営業日 

委託者買取請求に係る手続（委託者買取請求が完了する日数を含み、以下「委託者買取請求手続」

という。）および委託者買取請求において受益者が負担すべき手数料（以下「委託者買取請求手数料」

という。）については、委託者が別途定める。 

本書において、「東証営業日」とは、東京証券取引所が休業日としている日以外の日をいう。また、

本書において、「請求除外日」とは、以下の日をいう。 

(1) 銀行営業日以外の日 

(2) ロンドンおよびニューヨークにおいて、商業銀行および外国為替市場が支払の決済を行い、通

常の業務（外国為替取引および外貨預金取引を含む。）を営んでいる日以外の日 

(3) 本指数に関連する本取引所の取引所営業日以外の日 
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上記にかかわらず、委託者は、以下に掲げる事由に該当する場合には、委託者買取請求の受付を停

止することまたは委託者買取請求を受け付けた後における委託者買取手続を中断もしくは中止するこ

とができる。 

(1) 本外国指標連動証券の１口当たりの償還価額が算出されない場合 

(2) 委託者買取請求手数料および委託者買取請求手数料に係る消費税等の相当額の入金が、委託者

において確認できない場合 

(3) 委託者買取請求手続において委託者による受益者を確認する手続が完了しない場合 

(4) 東京証券取引所における本受益権の取引の停止、清算または決済機能の停止、その他やむを得

ない事情があるため委託者買取請求手続が実施できない場合 

委託者が委託者買取請求の受付を停止したときは、受益者は、当該受付停止の当日に行った委託者

買取請求のうち、当該受付停止前に行った委託者買取請求を撤回することができる。受益者がその委

託者買取請求を撤回しない場合には、当該委託者買取請求は、当該受付停止を解除した後の最初の東

証営業日に受け付けたものとみなす。 

受益者は、委託者買取請求を行った場合には、上記の場合を除き、当該委託者買取請求を撤回、取

消または中断することはできない。 

 

信託変更に係る異議申述権および本受益権の買取請求権 

受益者は、一定の事由に該当する信託の変更がなされる場合には、異議を述べることができる。ま

た、当該信託の変更がなされる場合には、一定の要件を満たす受益者は、受託者に対して、自己の有

する本受益権を取得することを請求できる。 

具体的な要件や行使方法等は、以下のとおりである。 

(1) 受託者は、信託の目的に反しないことが明らかであるときまたはやむを得ない事情が発生した

ときは、その裁量により、信託契約条項の内容を変更（適用ある法令等の改正または解釈の変

更その他事情の変更により、受託者の責任、負担もしくは受託者が行うべき事務が加重されま

たは受託者の権利が制限される場合に行う変更であって、信託の目的に反しないことおよび受

益者の利益に適合することが明らかであるときを含む。）することができる。なお、受託者は、

かかる変更後遅滞なく、委託者および受益者に対し、変更後の信託契約条項の内容を東京証券

取引所で開示するが、信託法第149条第２項に定める通知は行わない。 

(2) 上記(1)にかかわらず、①本信託について信託法第103条第１項第１号から第４号までに掲げる

事項に係る信託の変更（ただし、信託法第103条第１項第４号に掲げる受益債権の内容の変更

については、本信託の商品としての同一性を失わせ、受益者の利益を害する変更に限り、かか

る変更以外の変更については上記(1)に従うものとする。（以下「重要な信託の変更」とい

う。））がなされる場合および②かかる重要な信託の変更には該当しないものの、次のいずれ

かに関する変更であって本信託の商品としての同一性を失わせることとなる変更（以下「非軽

微な信託の変更」という。）がなされる場合には、受託者は、あらかじめ、変更内容および変

更について異議ある受益者は一定の期間（ただし、１箇月以上とする。）内にその異議を述べ

るべき旨等を、日本経済新聞へ掲載する方法により公告し、または知れている受益者に対して

催告し、当該期間内に異議を述べた受益者の有する本受益権の口数が総受益権口数の２分の１

を超えなかったときには、信託契約条項の内容を変更することができる。 

・ 受益者に関する事項 

・ 受益証券に関する事項 

・ 指数に関する事項 

・ 信託財産の給付に関する事項 
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・ 信託期間、その延長および信託期間中の解約に関する事項 

・ 計算期間に関する事項 

・ 受託者の受ける信託報酬（ただし、第一管理信託報酬（以下に定義する。）について受託

者と委託者が信託契約条項第56条第１項に従って別途定める事項を除く。）その他の手数

料の計算方法ならびにその支払の方法および時期に関する事項 

本書において、「第一管理信託報酬」とは、受託者が委託者から収受する信託報酬であっ

て、委託者と受託者が別途定める信託報酬とする。 

・ 受託者の辞任および解任ならびに新たな受託者の選任に関する事項 

・ 信託の元本の追加に関する事項 

・ 受益権の買取請求に関する事項（ただし、委託者買取請求手続および委託者買取請求手数

料を除く。） 

・ その他受益者の利益を害するおそれのある事項 

(3) 本信託について重要な信託の変更がなされる場合には、これにより損害を受けるおそれのある

受益者（ただし、信託の目的の変更および受益権の譲渡の制限に係る信託の変更の場合には、

損害を受けるおそれのあることを要しない。）は、東証営業日（請求除外日を除く。）に受託

者に対し、自己の有する本受益権を、本受益権１口当たり、以下に定める日（ただし、当該日

が請求除外日である場合、または当該日において市場混乱事由、追加障害事由もしくは指数調

整事由が発生した場合には、その直後の請求除外日ではない日であって当該事由が発生してい

ない日とする。）現在の本外国指標連動証券１口当たりの償還価額の99.95％に受益権付与率

で除して算定される価額（１円未満の端数は切り上げる。）で取得することを請求することが

できる。 

(ⅰ)  当該取得請求が行われた日の午前10時までに受託者が受理した当該取得請求について

は、当該取得請求が行われた日 

(ⅱ)  当該取得請求が行われた日の午前10時より後に受託者が受理した当該取得請求につい

ては、当該取得請求が行われた日の翌東証営業日 

  ただし、重要な信託の変更に賛成する旨の意思を表示した受益者はこの限りではない。 

  非軽微な信託の変更がなされる場合には、上記(2)の一定の期間（以下「異議期間」という。）

内に受託者に異議を述べた受益者に限り、受託者に対し、自己の有する本受益権を異議期間の

最終日の翌東証営業日（ただし、同日が請求除外日である場合、または当該日において市場混

乱事由、追加障害事由もしくは指数調整事由が発生した場合には、その直後の請求除外日では

ない日であって当該事由が発生していない日とする。）現在の本外国指標連動証券１口当たり

の償還価額の99.95％に受益権付与率で除して算定される価額（１円未満の端数は切り上げ

る。）で取得することを請求することができる。 

 

受益者決議手続実施請求権 

各本受益権の総受益権口数の100分の３以上を有する受益者は、受託者に対し、受益者決議手続の目

的である事項および受益者決議手続が必要となる合理的な理由を示して、受益者決議手続を行うこと

を請求することができる。具体的な行使方法等については、下記の照会先まで問い合わせされたい。 

＜照会先＞ 

三菱UFJ信託銀行株式会社 

東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 
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信託終了時の残余財産の給付 

本信託が終了した場合には、受益者は金銭で残余財産の給付を受ける。かかる残余財産の給付は、

信託終了日を権利確定日として、当該日における受益者のみがこれを受ける権利を有する。信託終了

日後は、受益者は本受益権の譲渡はできない。 

なお、信託契約条項に定める場合を除いて、発行会社、委託者、受託者または受益者のいずれも本

信託を終了させることはできない。 

本信託は、信託法第163条第１号から第８号までに掲げる事由または以下に掲げる事由のいずれかが

発生したときに、速やかに終了する。 

(1)  本外国指標連動証券が全てまたは一部償還されたとき（繰上償還を含むが、下記「本外国指標

連動証券の概要 ２ 償還および買入 (e) 本外国指標連動証券の所持人の選択による償還」

に従った投資家の請求に基づく本外国指標連動証券の期限前償還を除く。）。 

(2)  本受益権の東京証券取引所での上場が廃止されたとき。 

(3)  法令等（オランダ王国および英国の法令等を含む。）または裁判所もしくは監督官庁の命令に

より、本信託の終了が必要となったとき。 

(4)  個別契約の当事者（受託者を除く。）が信託契約条項または個別契約上の義務につき重大な違

反を犯したとき。 

(5)  受託者の辞任もしくは解任または解散後、新受託者が選任されず、かかる事態が解消されない

ことが合理的に見込まれるとき。 

(6)  受託者が監督官庁より本信託に係る業務停止命令または免許取消しを受けたときであって業務

を引き継ぐ新受託者が速やかに選任されないとき。 

(7)  委託者または発行会社について倒産手続等の開始の申立てがなされ、これらの申立てが14日以

内に却下されずまたは取り下げられなかったとき。 

(8)  信託費用または信託報酬が信託契約条項および個別契約に基づいて支払われず、かかる事態が

解消されないことが合理的に見込まれるとき。 

(9)  証券保管振替機構が本受益権を振替受益権として取り扱うことを中止しまたは取りやめたとき。 

(10) 本信託が法人税法第２条第29号ハに規定する特定受益証券発行信託に該当しなくなったとき。 

(11) 本受益権が金融商品取引法施行令第２条の３第３号に規定する有価証券信託受益証券に該当し

なくなったとき。 

(12) 純資産総額が個別契約で定める金額（５億円）を下回ったときであって、発行会社が受託者に

対して個別契約を終了する旨の書面による通知をしたとき。 

(13) 法令等（オランダ王国および英国の法令等を含む。）またはその解釈の変更等により、委託者

による転換請求が不可能または著しく困難になったとき。 

(14) 前各号に定める場合以外の事由により本信託の継続が困難であると受託者が判断し、本信託の

終了につき信託契約条項第41条の規定に従って受益者の承認が得られたとき。 

 

権利行使請求の方法・条件 

上記「権利の内容」を参照のこと。 

 

決済の方法 

上記の他、決済の方法については以下を参照されたい。 
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本受益権の取得日 

取得申込みが行われた各本受益権は、申込受付日の６決済営業日後または委託者の指定するそれ以

降の日において、当該投資家の指定した口座に振り替えられる。 

 

名義書換の手続等 

(1) 受益証券の発行等について 

本受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「振替法」という。）第127条の２第１項に

規定する振替受益権である。 

受益証券は、振替法で定められた例外的な場合を除き発行されず、本受益権には、無記名式や記名

式の別はない（ただし、受益証券が発行される場合には、その受益証券は無記名式である。）。 

(2) 本受益権の譲渡 

① 受益者は、自己の有する本受益権を譲渡する場合には、譲渡を行う本受益権が記載または記録

されている振替口座簿に係る振替機関等（振替法第２条第５項に規定する振替機関等をいう。以

下同じ。）に振替の申請をするものとする。 

② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の有する本受益

権の口数の減少および譲受人の有する本受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記

載または記録するものとする。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない

場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含

む。）に対して、譲受人の振替先口座に本受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう

通知するものとする。 

③ なお、受益者は、信託終了日後は、本受益権の譲渡はできない。 

 

取得格付 

各本受益権に関し、発行会社の依頼により、金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けた信用

格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、またはかかる信用格付業者から提供され、

もしくは閲覧に供される予定の信用格付はない。 

 

有価証券信託受益証券の発行の仕組み 

委託者と受託者との間で本受益権を発行する旨を定めた信託法による信託契約が締結され、受託者

は、当該信託契約に基づき、委託者が当初の信託設定および追加信託により拠出した本外国指標連動

証券を管理および処分し、委託者が当初受益者として指定する者（以下「当初受益者」という。）が

本受益権を取得する。本受益権は、信託法に規定する受益証券発行信託の受益権であり、有価証券と

して金融商品取引法の適用を受ける。金融商品取引法第２条第５項および金融商品取引法第二条に規

定する定義に関する内閣府令第14条第２項第３号に基づき、受託有価証券である本外国指標連動証券

の発行者（ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ）が本受益権の発行者である。 
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＜NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブル ETN、NEXT NOTES 香港ハンセン・ベア ETN、NEXT NOTES 韓

国KOSPI・ダブル・ブル ETNおよびNEXT NOTES 韓国KOSPI・ベア ETNに関する情報＞ 

 

本外国指標連動証券の概要 

 

１ 利息 

本外国指標連動証券には利息は付されない。 

 

２ 償還および買入 

(a) 満期償還 

以下の規定に従い期限前に償還または買入消却されない限り、各本外国指標連動証券は、NEFに

より、2033年２月７日（以下「満期償還日」という。）に、額面金額１万円につき、以下の算式に

従って算出される金額（０円以上の金額とし、以下「満期償還額」という。）により償還される。 

10,000円 × 
最終評価日における償還価額 

IL0 

 

最終評価日（下記「(c) 用語の定義」に定義する。）またはその直後に、計算代理人（下記

「12 その他 (3) 代理契約」に定義する。）は、NEFおよび代理人（下記「12 その他 (3) 代

理契約」に定義する。）に対して、満期償還日における満期償還額を書面で通知するものとする。

代理人は、下記「９ 通知」に従い、NEFを代理して、本外国指標連動証券の所持人に対して速やか

に同様の内容を通知する。 

 

(b) 早期償還 

上記「(a) 満期償還」にかかわらず、早期償還決定期間（下記「(c) 用語の定義」に定義す

る。）中のいずれかの日に償還価額が０以下となった場合（かかる日を、以下「早期終了日」とい

う。）、本外国指標連動証券は、早期終了日の10営業日後の日に０円で自動的に償還される。疑義

を避けるため付言すれば、本外国指標連動証券の所持人に対しては、償還金額は支払われないもの

とする。 

 

(c) 用語の定義 

本書において、以下の用語は、以下の意味を有する。 

「インデックス・ 

 スポンサー」とは、 

 本指数に関連して、(ⅰ)かかる本指数に関連するルールおよび手続ならびに計

算方法および調整方法（もしあれば）を設定および検討する責任を有し、また

(ⅱ)各予定取引所営業日に（直接またはその代理人を通じて）かかる本指数の

水準を定期的に公表する会社またはその他の事業体をいう。 

「営業日」とは、  ハンセン指数・レバレッジインデックス連動債およびハンセン指数・ショート

インデックス連動債の場合： 

東京、香港およびロンドンにおいて、商業銀行および外国為替市場が、支払の

決済を行い、通常の業務（外国為替取引および外貨預金取引を含む。）を営ん

でいる日をいう。 

  韓国総合株価指数200・レバレッジインデックス連動債および韓国総合株価指数

200（先物）・インバースインデックス連動債の場合： 

  東京、ソウルおよびロンドンにおいて、商業銀行および外国為替市場が、支払

の決済を行い、通常の業務（外国為替取引および外貨預金取引を含む。）を営
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んでいる日をいう。 

「管理費用」とは、  0.80％（＝0.008）をいう。 

「関連取引所」とは、  計算代理人が、その単独かつ完全な裁量により、本外国指標連動証券に関して

重要であると判断する、本指数または原指数に関連する先物取引またはオプ

ション取引が行われる取引所または相場システムをいう。 

「規定通貨」とは、  日本円をいう。 

「原指数」とは、  ハンセン指数・レバレッジインデックス連動債およびハンセン指数・ショート

インデックス連動債の場合： 

ハンセン指数をいう。 

韓国総合株価指数200・レバレッジインデックス連動債および韓国総合株価指数

200（先物）・インバースインデックス連動債の場合： 

韓国総合株価指数200をいう。 

「最終評価日」とは、  満期償還日の10営業日前の日をいう。 

ハンセン指数・レバレッジインデックス連動債の場合： 

(ⅰ)償還価額を算出するために使用されるハンセン指数・レバレッジインデッ

クスの決定にあたり、かかる日が予定取引所営業日でない場合、ハンセン指

数・レバレッジインデックスは、障害日でない翌予定取引所営業日において情

報配信ソースに表示される終値を用いて決定されるものとする。ハンセン指

数・レバレッジインデックスが最終評価日の８予定取引所営業日後の日までに

決定されない場合、計算代理人は、その単独かつ完全な裁量により決定したハ

ンセン指数・レバレッジインデックスを用いて、最終評価日における償還価額

を決定するものとする。 

(ⅱ)償還価額を算出するために使用される適用為替レートの決定にあたり、か

かる日に参照通貨為替レートおよび／または日本円／米ドル為替レートが情報

配信ソースに表示されない場合、参照通貨為替レートおよび日本円／米ドル為

替レートは、かかる日の後に当該情報配信ソースに最初に同時に表示される

レートを用いて決定されるものとする。参照通貨為替レートおよび日本円／米

ドル為替レートが、最終評価日の８営業日後の日までに決定されない場合、計

算代理人がその単独かつ完全な裁量により決定した参照通貨為替レートおよび

日本円／米ドル為替レートを用いて適用為替レートを算出し、最終評価日にお

ける償還価額を決定するものとする。 

  ハンセン指数・ショートインデックス連動債の場合： 

(ⅰ)償還価額を算出するために使用されるハンセン指数・ショートインデック

スの決定にあたり、かかる日が予定取引所営業日でない場合、ハンセン指数・

ショートインデックスは、障害日でない翌予定取引所営業日において情報配信

ソースに表示される終値を用いて決定されるものとする。ハンセン指数・

ショートインデックスが最終評価日の８予定取引所営業日後の日までに決定さ

れない場合、計算代理人は、その単独かつ完全な裁量により決定したハンセン

指数・ショートインデックスを用いて、最終評価日における償還価額を決定す

るものとする。 

  (ⅱ)償還価額を算出するために使用される適用為替レートの決定にあたり、か

かる日に参照通貨為替レートおよび／または日本円／米ドル為替レートが情報

配信ソースに表示されない場合、参照通貨為替レートおよび日本円／米ドル為

替レートは、かかる日の後に当該情報配信ソースに最初に同時に表示される

レートを用いて決定されるものとする。参照通貨為替レートおよび日本円／米

ドル為替レートが、最終評価日の８営業日後の日までに決定されない場合、計

算代理人がその単独かつ完全な裁量により決定した参照通貨為替レートおよび

日本円／米ドル為替レートを用いて適用為替レートを算出し、最終評価日にお
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ける償還価額を決定するものとする。 

  韓国総合株価指数200・レバレッジインデックス連動債の場合： 

(ⅰ)償還価額を算出するために使用される韓国総合株価指数200・レバレッジイ

ンデックスの決定にあたり、かかる日が予定取引所営業日でない場合、韓国総

合株価指数200・レバレッジインデックスは、障害日でない翌予定取引所営業日

において情報配信ソースに表示される終値を用いて決定されるものとする。韓

国総合株価指数200・レバレッジインデックスが最終評価日の８予定取引所営業

日後の日までに決定されない場合、計算代理人は、その単独かつ完全な裁量に

より決定した韓国総合株価指数200・レバレッジインデックスを用いて、最終評

価日における償還価額を決定するものとする。 

  (ⅱ)償還価額を算出するために使用される適用為替レートの決定にあたり、か

かる日に参照通貨為替レートおよび／または日本円／米ドル為替レートが情報

配信ソースに表示されない場合、参照通貨為替レートおよび日本円／米ドル為

替レートは、かかる日の後に当該情報配信ソースに最初に同時に表示される

レートを用いて決定されるものとする。参照通貨為替レートおよび日本円／米

ドル為替レートが、最終評価日の８営業日後の日までに決定されない場合、計

算代理人がその単独かつ完全な裁量により決定した参照通貨為替レートおよび

日本円／米ドル為替レートを用いて適用為替レートを算出し、最終評価日にお

ける償還価額を決定するものとする。 

  韓国総合株価指数200（先物）・インバースインデックス連動債の場合： 

(ⅰ)償還価額を算出するために使用される韓国総合株価指数200（先物）・イン

バースインデックスの決定にあたり、かかる日が予定取引所営業日でない場

合、韓国総合株価指数200（先物）・インバースインデックスは、障害日でない

翌予定取引所営業日において情報配信ソースに表示される終値を用いて決定さ

れるものとする。韓国総合株価指数200（先物）・インバースインデックスが最

終評価日の８予定取引所営業日後の日までに決定されない場合、計算代理人

は、その単独かつ完全な裁量により決定した韓国総合株価指数200（先物）・イ

ンバースインデックスを用いて、最終評価日における償還価額を決定するもの

とする。 

  (ⅱ)償還価額を算出するために使用される適用為替レートの決定にあたり、か

かる日に参照通貨為替レートおよび／または日本円／米ドル為替レートが情報

配信ソースに表示されない場合、参照通貨為替レートおよび日本円／米ドル為

替レートは、かかる日の後に当該情報配信ソースに最初に同時に表示される

レートを用いて決定されるものとする。参照通貨為替レートおよび日本円／米

ドル為替レートが、最終評価日の８営業日後の日までに決定されない場合、計

算代理人がその単独かつ完全な裁量により決定した参照通貨為替レートおよび

日本円／米ドル為替レートを用いて適用為替レートを算出し、最終評価日にお

ける償還価額を決定するものとする。 

「参照通貨」とは、  ハンセン指数・レバレッジインデックス連動債およびハンセン指数・ショート

インデックス連動債の場合： 

日本円、香港ドルおよび／または米ドルをいう。 

韓国総合株価指数200・レバレッジインデックス連動債および韓国総合株価指数

200（先物）・インバースインデックス連動債の場合： 

日本円、韓国ウォンおよび／または米ドルをいう。 
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「市場混乱事由」とは、  取引障害または取引所障害で、計算代理人が重大であると判断するものが、評

価時刻までの１時間の間のいずれかの時点で、発生もしくは存在しているこ

と、または早期終了をいう。本指数に関し市場混乱事由の存在の有無を判断す

るにあたり、いずれかの時に原指数に含まれる有価証券に関して市場混乱事由

が発生した場合には、当該有価証券の原指数の水準への寄与の割合は、市場混

乱事由の発生直前における(x)当該有価証券に起因する原指数の水準の部分と

(y)原指数の水準全体との比較に基づくものとする。 

   「取引障害」とは、(ⅰ)本取引所における原指数の水準の20％以上を構成す

る有価証券に関連する取引に関し、または(ⅱ)関連取引所における原指数に関

する先物取引もしくはオプション取引につき、本取引所、関連取引所もしくは

その他が許容する制限を超える変動を理由として、本取引所もしくは関連取引

所により課せられた取引の停止または制限をいう。 

 「取引所障害」とは、市場参加者が、一般的に、(ⅰ)本取引所における原指

数の水準の20％以上を構成する有価証券の取引を実行し、もしくはその時価を

取得する機能を失いもしくは毀損し、または(ⅱ)関連取引所における原指数に

関する先物取引もしくはオプション取引を実行し、もしくはその時価を取得す

る機能を失い、もしくは毀損すると計算代理人によって決定される事由（早期

終了を除く。）をいう。 

 「早期終了」とは、本取引所または関連取引所の取引所営業日における予定

終了時刻前の取引終了をいう。ただし、かかる早期終了時刻について、(ⅰ)か

かる取引所営業日の本取引所または関連取引所の通常取引時間の実際の終了時

刻と(ⅱ)かかる取引所営業日の実際の終了時刻における執行のために本取引所

または関連取引所のシステムに入れられる注文の提出締切時刻のいずれか早い

方の１時間前までに本取引所または関連取引所が発表している場合を除く。 

「障害日」とは、  本取引所または関連取引所がその通常の取引時間に取引を行うことができない

か（関連取引所の場合、計算代理人が重大であると判断するもの）、または市

場混乱事由が生じている予定取引所営業日をいう。計算代理人は、NEFおよび代

理人に対し、その状況下で実務上可能な限り速やかに、障害日でなければ取引

所営業日であった日に、障害日の発生について通知する。 

「早期償還決定期間」 

とは、 

 当初評価日（当日を除く。）から最終評価日（当日を除く。）までの期間をい

う。 

ハンセン指数・レバレッジインデックス連動債の場合： 

(ⅰ)償還価額を算出するために使用されるハンセン指数・レバレッジインデッ

クスを決定するにあたり、早期償還決定期間のいずれかの日が予定取引所営業

日でないかまたは障害日の場合、計算代理人は、かかる日の直前に情報配信

ソースに最後に表示されたハンセン指数・レバレッジインデックスを用いて、

かかる日における償還価額を決定することができる（ただし、決定する必要は

ない。）。 

  (ⅱ)償還価額を算出するために使用される適用為替レートを決定するにあた

り、早期償還決定期間のいずれかの日に参照通貨為替レートおよび／または日

本円／米ドル為替レートが情報配信ソースに表示されない場合、計算代理人

は、かかる日の直前に当該情報配信ソースにおいて最後に同時に表示された参

照通貨為替レートおよび日本円／米ドル為替レートを用いて適用為替レートを

計算し、かかる日における償還価額を決定することができる（ただし、決定す

る必要はない。）。 

  ハンセン指数・ショートインデックス連動債の場合： 

(ⅰ)償還価額を算出するために使用されるハンセン指数・ショートインデック

スを決定するにあたり、早期償還決定期間のいずれかの日が予定取引所営業日
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でないかまたは障害日の場合、計算代理人は、かかる日の直前に情報配信ソー

スに最後に表示されたハンセン指数・ショートインデックスを用いて、かかる

日における償還価額を決定することができる（ただし、決定する必要はな

い。）。 

  (ⅱ)償還価額を算出するために使用される適用為替レートを決定するにあた

り、早期償還決定期間のいずれかの日に参照通貨為替レートおよび／または日

本円／米ドル為替レートが情報配信ソースに表示されない場合、計算代理人

は、かかる日の直前に当該情報配信ソースにおいて最後に同時に表示された参

照通貨為替レートおよび日本円／米ドル為替レートを用いて適用為替レートを

計算し、かかる日における償還価額を決定することができる（ただし、決定す

る必要はない。）。 

  韓国総合株価指数200・レバレッジインデックス連動債の場合： 

(ⅰ)償還価額を算出するために使用される韓国総合株価指数200・レバレッジイ

ンデックスを決定するにあたり、早期償還決定期間のいずれかの日が予定取引

所営業日でないかまたは障害日の場合、計算代理人は、かかる日の直前に情報

配信ソースに最後に表示された韓国総合株価指数200・レバレッジインデックス

を用いて、かかる日における償還価額を決定することができる（ただし、決定

する必要はない。）。 

  (ⅱ)償還価額を算出するために使用される適用為替レートを決定するにあた

り、早期償還決定期間のいずれかの日に参照通貨為替レートおよび／または日

本円／米ドル為替レートが情報配信ソースに表示されない場合、計算代理人

は、かかる日の直前に当該情報配信ソースにおいて最後に同時に表示された参

照通貨為替レートおよび日本円／米ドル為替レートを用いて適用為替レートを

計算し、かかる日における償還価額を決定することができる（ただし、決定す

る必要はない。）。 

  韓国総合株価指数200（先物）・インバースインデックス連動債の場合： 

(ⅰ)償還価額を算出するために使用される韓国総合株価指数200（先物）・イン

バースインデックスを決定するにあたり、早期償還決定期間のいずれかの日が

予定取引所営業日でないかまたは障害日の場合、計算代理人は、かかる日の直

前に情報配信ソースに最後に表示された韓国総合株価指数200（先物）・イン

バースインデックスを用いて、かかる日における償還価額を決定することがで

きる（ただし、決定する必要はない。）。 

  (ⅱ)償還価額を算出するために使用される適用為替レートを決定するにあた

り、早期償還決定期間のいずれかの日に参照通貨為替レートおよび／または日

本円／米ドル為替レートが情報配信ソースに表示されない場合、計算代理人

は、かかる日の直前に当該情報配信ソースにおいて最後に同時に表示された参

照通貨為替レートおよび日本円／米ドル為替レートを用いて適用為替レートを

計算し、かかる日における償還価額を決定することができる（ただし、決定す

る必要はない。）。 

「通貨関連障害」とは、  以下の(ⅰ)または(ⅱ)のいずれかをいう。 

(ⅰ)計算代理人がその単独の裁量により判断するところにより、NEFもしくはそ

の関連会社またはノミニーもしくはヘッジ・カウンターパーティーが、下記の

参照通貨に関する事項を行うことを、直接または間接に妨げるかまたは遅延さ

せる効力を有する事由が発生および／または存在していること。 

(a)慣習的な正規のチャネルを通じて、参照通貨と規定通貨を交換すること。 

(b)参照通貨の流通域内に所在する国内機関の為替レートと少なくとも同程度

に有利な為替レートで参照通貨と規定通貨を交換すること。 

(c)規定通貨を参照通貨の流通域内における口座から参照通貨の流通域外の口
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座に送金すること。 

(d)参照通貨の流通域内の口座間でまたは参照通貨の流通域内の非居住者であ

る当事者に参照通貨を送金すること。 

(e)規定通貨におけるその対象となるヘッジの価値を効果的に認識すること。 

(ⅱ)参照通貨の流通域内における政府その他の当局が、本外国指標連動証券に

関するポジションをヘッジするNEFの能力に重大な影響を与えるかまたはかかる

ヘッジを解消させる可能性があると計算代理人が誠実に判断する資本的な規制

を課す予定があることを公表したこと。 

参照通貨および規定通貨がいずれも日本円の場合、通貨関連障害に係る規定は

適用されないものとする。 

「当初評価日」とは、  2013年２月14日をいう。 

ハンセン指数・レバレッジインデックス連動債の場合： 

(ⅰ)償還価額を算出するために使用されるハンセン指数・レバレッジインデッ

クスの決定にあたり、かかる日が予定取引所営業日ではないかまたは障害日の

場合、計算代理人は、その単独かつ完全な裁量により、かかる日の直前に情報

配信ソースに最後に表示されたハンセン指数・レバレッジインデックスを用い

て、当初評価日における償還価額を決定するものとする。 

  (ⅱ)償還価額を算出するために使用される適用為替レートの決定にあたり、か

かる日に参照通貨為替レートおよび／または日本円／米ドル為替レートが情報

配信ソースに表示されない場合、計算代理人は、その単独かつ完全な裁量によ

り、かかる日の直前に当該情報配信ソースにおいて最後に同時に表示された参

照通貨為替レートおよび日本円／米ドル為替レートを用いて適用為替レートを

計算し、当初評価日における償還価額を決定するものとする。 

  ハンセン指数・ショートインデックス連動債の場合： 

(ⅰ)償還価額を算出するために使用されるハンセン指数・ショートインデック

スの決定にあたり、かかる日が予定取引所営業日ではないかまたは障害日の場

合、計算代理人は、その単独かつ完全な裁量により、かかる日の直前に情報配

信ソースに最後に表示されたハンセン指数・ショートインデックスを用いて、

当初評価日における償還価額を決定するものとする。 

  (ⅱ)償還価額を算出するために使用される適用為替レートの決定にあたり、か

かる日に参照通貨為替レートおよび／または日本円／米ドル為替レートが情報

配信ソースに表示されない場合、計算代理人は、その単独かつ完全な裁量によ

り、かかる日の直前に当該情報配信ソースにおいて最後に同時に表示された参

照通貨為替レートおよび日本円／米ドル為替レートを用いて適用為替レートを

計算し、当初評価日における償還価額を決定するものとする。 

  韓国総合株価指数200・レバレッジインデックス連動債の場合： 

(ⅰ)償還価額を算出するために使用される韓国総合株価指数200・レバレッジイ

ンデックスの決定にあたり、かかる日が予定取引所営業日ではないかまたは障

害日の場合、計算代理人は、その単独かつ完全な裁量により、かかる日の直前

に情報配信ソースに最後に表示された韓国総合株価指数200・レバレッジイン

デックスを用いて、当初評価日における償還価額を決定するものとする。 

(ⅱ)償還価額を算出するために使用される適用為替レートの決定にあたり、か

かる日に参照通貨為替レートおよび／または日本円／米ドル為替レートが情報

配信ソースに表示されない場合、計算代理人は、その単独かつ完全な裁量によ

り、かかる日の直前に当該情報配信ソースにおいて最後に同時に表示された参

照通貨為替レートおよび日本円／米ドル為替レートを用いて適用為替レートを

計算し、当初評価日における償還価額を決定するものとする。 

韓国総合株価指数200（先物）・インバースインデックス連動債の場合： 
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(ⅰ)償還価額を算出するために使用される韓国総合株価指数200（先物）・イン

バースインデックスの決定にあたり、かかる日が予定取引所営業日ではないか

または障害日の場合、計算代理人は、その単独かつ完全な裁量により、かかる

日の直前に情報配信ソースに最後に表示された韓国総合株価指数200（先物）・

インバースインデックスを用いて、当初評価日における償還価額を決定するも

のとする。 

(ⅱ)償還価額を算出するために使用される適用為替レートの決定にあたり、か

かる日に参照通貨為替レートおよび／または日本円／米ドル為替レートが情報

配信ソースに表示されない場合、計算代理人は、その単独かつ完全な裁量によ

り、かかる日の直前に当該情報配信ソースにおいて最後に同時に表示された参

照通貨為替レートおよび日本円／米ドル為替レートを用いて適用為替レートを

計算し、当初評価日における償還価額を決定するものとする。 

「取引所営業日」とは、  本取引所または関連取引所が予定終了時刻よりも早く終了するか否かにかかわ

らず、それぞれの通常の取引時間において取引が行われるために本取引所およ

び関連取引所が営業を行っている予定取引所営業日をいう。 

「取引日」とは、  2013年１月25日をいう。 

「評価時刻」とは、  本取引所における予定終了時刻をいう。ただし、本取引所が予定終了時刻より

早く終了した場合、評価時刻は実際の終了時刻とする。 

「ヘッジ・カウンター 

 パーティー」とは、 

 NEFの関連会社、関係会社もしくはNEFが支配する会社、またはNEFもしくはその

関連会社もしくはノミニーがそれを通じてヘッジ取引を締結している会社を含

む（ただし、これらに限られない）あらゆる法域の当事者をいう。 

「ヘッジコストの増加」 

とは、 

 NEFおよび／またはその関連会社が、(ⅰ)本外国指標連動証券の発行および本外

国指標連動証券に基づく義務の履行に係る株価もしくはその他の価格に関する

NEFのリスクをヘッジするために必要と判断した取引もしくは資産の取得、設

定、再設定、代替、維持、解約もしくは処分を行うため、または(ⅱ)かかる取

引もしくは資産からの収益の実現、回収もしくは送金を行うために（取引日現

在の状況と比較して）著しく増加した租税、賦課金、費用または手数料（仲介

手数料を除く。）を負担する場合をいう。ただし、かかる著しい増加額が、NEF

および／またはその関連会社の信用力の低下のみに起因する場合、ヘッジコス

トの増加とはみなされない。 

「ヘッジ障害」とは、  NEFおよび／またはその関連会社が商業上合理的な努力を行ったにもかかわら

ず、(ⅰ)本外国指標連動証券の発行および本外国指標連動証券に基づく義務の

履行に係る株価もしくはその他の価格に関するNEFのリスクをヘッジするために

必要と判断した取引もしくは資産の取得、設定、再設定、代替、維持、解約も

しくは処分を行うことが不可能である場合、または(ⅱ)かかる取引もしくは資

産からの収益の実現、回収もしくは送金を行うことが不可能である場合をい

う。 

「ヘッジ取引」とは、  NEF、その関連会社またはノミニーが、本外国指標連動証券に基づくNEFの義務

の負担および履行を個別にまたはポートフォリオベースでヘッジするために行

う(ⅰ)有価証券、オプション、先物、デリバティブもしくは外国為替に関する

ポジションもしくは契約、(ⅱ)株式貸借取引または(ⅲ)その他の商品もしくは

取引（その表示方法を問わない。）の１つまたは複数の購入、売却、締結また

は維持をいう。 

「ヘッジ・ポジション」 

とは、 

 NEFおよび／またはその関連会社が、本外国指標連動証券を個別にまたはポート

フォリオベースでヘッジするために行う(ⅰ)有価証券、オプション、先物、デ

リバティブもしくは外国為替に関するポジションもしくは契約、(ⅱ)株式貸借

取引または(ⅲ)その他の商品もしくは取引（その表示方法を問わない。）の１

つまたは複数の購入、売却、締結または維持をいう。 
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「法令変更」とは、  取引日以降、(ⅰ)適用法令（税法を含むが、これらに限られない。）の採択も

しくは変更により、または(ⅱ)正当な管轄権を有する裁判所、法廷もしくは規

制当局による適用法令の解釈の公表もしくは変更（税務当局が講じた一切の措

置を含む。）により、計算代理人が、(a)NEFおよび／もしくはその関連会社が

ヘッジ・ポジションを維持、取得もしくは処分することが違法となったか、ま

たは(b)本外国指標連動証券に基づく義務を履行するためにNEFおよび／もしく

はその関連会社が負担する費用が著しく増加することになる（NEFおよび／もし

くはその関連会社の租税債務の増加、税制上の優遇措置の減少もしくは課税状

況に不利なその他の影響による場合を含むが、これらに限られない。）と判断

する場合をいう。 

「本指数」とは、  ハンセン指数・レバレッジインデックス連動債の場合： 

ハンセン指数・レバレッジインデックス（HSI Leveraged Index）をいう。 

ハンセン指数・ショートインデックス連動債の場合： 

ハンセン指数・ショートインデックス（HSI Short Index）をいう。 

韓国総合株価指数200・レバレッジインデックス連動債の場合： 

韓国総合株価指数200・レバレッジインデックス（KOSPI200 Leverage）をい

う。 

韓国総合株価指数200（先物）・インバースインデックス連動債の場合： 

韓国総合株価指数 200（先物）・インバースインデックス（ F-KOSPI200 

Inverse）をいう。 

「本取引所」とは、  ハンセン指数・レバレッジインデックス連動債およびハンセン指数・ショート

インデックス連動債の場合： 

香港証券取引所（Hong Kong Stock Exchange）をいい、その承継取引所を含む

ものとする。 

韓国総合株価指数200・レバレッジインデックス連動債および韓国総合株価指数

200（先物）・インバースインデックス連動債の場合： 

韓国証券取引所（Korean Stock Exchange）をいい、その承継取引所を含むもの

とする。 

「予定取引所営業日」 

とは、 

 本取引所および関連取引所のいずれもが通常取引時間での取引を行う予定の日

をいう。 

「予定終了時刻」とは、  本取引所または関連取引所および予定取引所営業日に関し、かかる予定取引所

営業日の本取引所または関連取引所の平日の予定終了時刻をいう。時間外また

は通常時間外の他の取引は考慮しない。 

「FKOSPI2I[t]」または 

「韓国総合株価指数200 

 （先物）・インバース 

 インデックス」とは、 

 ブルームバーグの「FKOSPI2I Index」のページまたは計算代理人が決定する後

継もしくは代替のページもしくは情報配信ソースに表示される、いずれかの日

の韓国総合株価指数200（先物）・インバースインデックスの終値をいう。 

「FKOSPI2I[0]」とは、  当初評価日における韓国総合株価指数200（先物）・インバースインデックスを

いう。 

「FX[t]」または「適用為替 

 レート」とは、 

 以下の算式により算出される為替レートをいい、ハンセン指数・レバレッジイ

ンデックス連動債およびハンセン指数・ショートインデックス連動債の場合、

小数点第３位未満を四捨五入し、韓国総合株価指数200・レバレッジインデック

ス連動債および韓国総合株価指数200（先物）・インバースインデックス連動債

の場合、小数点第５位未満を四捨五入する。 

  
FX[t] ＝ 

FX2  

FX1 
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「FX1」または「参照通貨 

 為替レート」とは、 

 ハンセン指数・レバレッジインデックス連動債およびハンセン指数・ショート

インデックス連動債の場合： 

計算代理人が決定した日の午後４時（ロンドン時間）頃にトムソン・ロイ

ター・インフォメーション・サービシズ（ Thomson Reuters Information 

Services）の「WMRSPOT12」のページの「Hong Kong Dollar」の欄または計算代

理人が決定する後継もしくは代替のページもしくは情報配信ソースに表示され

る香港ドル／米ドルの為替相場の仲値（１米ドル当たりの香港ドルの値として

表示される。）をいう。 

韓国総合株価指数200・レバレッジインデックス連動債および韓国総合株価指数

200（先物）・インバースインデックス連動債の場合： 

計算代理人が決定した日の午後４時（ロンドン時間）頃にトムソン・ロイ

ター・インフォメーション・サービシズ（ Thomson Reuters Information 

Services）の「WMRSPOT13」のページの「South Korean Won」の欄または計算代

理人が決定する後継もしくは代替のページもしくは情報配信ソースに表示され

る韓国ウォン／米ドルの為替相場の仲値（１米ドル当たりの韓国ウォンの値と

して表示される。）をいう。 

「FX2」または「日本円／ 

 米ドル為替レート」 

とは、 

 計算代理人が決定した日の午後４時（ロンドン時間）頃にトムソン・ロイ

ター・インフォメーション・サービシズ（ Thomson Reuters Information 

Services）の「WMRSPOT12」のページの「Japanese Yen」の欄または計算代理人

が決定する後継もしくは代替のページもしくは情報配信ソースに表示される日

本円／米ドルの為替相場の仲値（１米ドル当たりの日本円の値として表示され

る。）をいう。 

「FX[0]」とは、  当初評価日における適用為替レートをいう。 

「HSILI[t]」または「ハン 

 セン指数・レバレッジ 

 インデックス」とは、 

 ブルームバーグの「HSILI Index」のページまたは計算代理人が決定する後継も

しくは代替のページもしくは情報配信ソースに表示される、いずれかの日のハ

ンセン指数・レバレッジインデックスの終値をいう。 

「HSILI[0]」とは、  当初評価日におけるハンセン指数・レバレッジインデックスをいう。 

「HSISI[t]」または「ハン 

 セン指数・ショート 

 インデックス」とは、 

 ブルームバーグの「HSISI Index」のページまたは計算代理人が決定する後継も

しくは代替のページもしくは情報配信ソースに表示される、いずれかの日のハ

ンセン指数・ショートインデックスの終値をいう。 

「HSISI[0]」とは、  当初評価日におけるハンセン指数・ショートインデックスをいう。 

「ILt」または「償還価額」とは、  当初評価日（当日を含む。）から最終評価日（当日を含む。）までの期間のい

ずれかの暦日（t）において、以下の算式により計算代理人が決定する値をい

う。 

  ハンセン指数・レバレッジインデックス連動債の場合： 

  
ILt = ILt-1 × 

(HSILI[t]×FX[t]) 
× (1 - 管理費用 × 

1 
) 

(HSILI[t-1]×FX[t-1]) 365 

   

  ハンセン指数・ショートインデックス連動債の場合： 

  
ILt = ILt-1 × 

(HSISI[t]×FX[t]) 
× (1 - 管理費用 × 

1 
) 

(HSISI[t-1]×FX[t-1]) 365 

   

  韓国総合株価指数200・レバレッジインデックス連動債の場合： 

  
ILt = ILt-1 × 

(KOSPI2LG[t]×FX[t]) 
× (1 - 管理費用 × 

1 
) 

(KOSPI2LG[t-1]×FX[t-1]) 365 
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  韓国総合株価指数200（先物）・インバースインデックス連動債の場合： 

  
ILt = ILt-1 × 

(FKOSPI2I[t]×FX[t]) 
× (1 - 管理費用 × 

1 
) 

(FKOSPI2I[t-1]×FX[t-1]) 365 

   

「IL0」とは、  100をいう。 

「KOSPI2LG[t]」または 

「韓国総合株価指数200・ 

 レバレッジインデック 

 ス」とは、 

 ブルームバーグの「KOSPI2LG Index」のページまたは計算代理人が決定する後

継もしくは代替のページもしくは情報配信ソースに表示される、いずれかの日

の韓国総合株価指数200・レバレッジインデックスの終値をいう。 

 

「KOSPI2LG[0]」とは、  当初評価日における韓国総合株価指数200・レバレッジインデックスをいう。 

「t」とは、  当初評価日（当日を含む。）から最終評価日（当日を含む。）までの連続する

各暦日の数字を表し、当初評価日の場合には０を意味し、当初評価日後の第１

暦日目の日の場合には１を意味し、第２暦日目の日の場合には２を意味し、以

降同様とする。 

 

(d) 本指数の調整 

(イ)承継指数 

本指数が(ⅰ)インデックス・スポンサーにより算出および公表されないが、計算代理人に受入

れ可能な後継のスポンサーにより算出および公表される場合または(ⅱ)本指数の計算に用いられ

るものと同一もしくは実質的に同様であると計算代理人が判断する算式および計算方法を用いて

承継の指数に置き換えられる場合、かかる指数（以下「承継指数」という。）は本指数とみなさ

れる。 

(ロ)調整事由 

(ⅰ)インデックス・スポンサーが本指数の算式もしくは計算方法につき著しい変更を行う旨を

公表するかもしくはその他の方法により本指数を著しく修正する場合（構成株式および資本構成

ならびにその他の慣例的事由に変更が生じた場合に本指数を維持するために行われる算式もしく

は方法の修正を除き、以下「本指数の修正」という。）、もしくは本指数を恒久的に取消し、承

継指数が存在しない場合（以下「本指数の取消し」という。）、(ⅱ)インデックス・スポンサー

が本指数の算出および公表を行わない場合（本指数の修正および本指数の取消しとあわせて以下

「指数調整事由」という。）、または(ⅲ) 計算代理人が、その単独の裁量により、法令変更、

ヘッジ障害、ヘッジコストの増加もしくは通貨関連障害（以下それぞれを「追加障害事由」とい

う。）が生じたと判断した場合、NEFは、その単独の裁量により、下記(あ)または(い)に記載す

る行為を行うことができる。 

(あ) 計算代理人に対して、償還金額および／または本外国指標連動証券のその他の条件につ

いて、調整事由（以下に定義する。）に対応するための相応な調整（もしあれば）を行い、

かかる調整の発効日を決定するように要求する。 

(い) 下記「９ 通知」に従い本外国指標連動証券の所持人に対して通知を行うことにより、本

外国指標連動証券を償還する。本外国指標連動証券が償還される場合、NEFは、下記「９ 

通知」に従い本外国指標連動証券の所持人に対して通知された日に、各本外国指標連動証

券の所持人に対して期限前償還金額（下記「(f) 税制変更による繰上償還」に定義する。）

を支払うものとする。 

「調整事由」とは、指数調整事由または追加障害事由をいう。 
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(ハ)指数の訂正 

インデックス・スポンサーにより公表され、本外国指標連動証券に関する何らかの計算または

判定に用いられた指数の水準が、その後訂正され、本指数の水準に関連して決定された金額およ

び／または利率の訂正を要する場合であって、その本指数の水準の訂正が当初の公表日から１取

引所営業日以内にインデックス・スポンサーによって公表された場合（ただし、いかなる状況に

おいても関連する支払期日以前に限る。）、計算代理人は、(ⅰ)かかる訂正、(ⅱ)計算代理人に

より算出されるかかる訂正により発生する支払額および(ⅲ)かかる訂正により生じる本外国指標

連動証券の条件への必要な範囲内の調整を、かかる訂正が公表された後可及的速やかにNEFおよ

び代理人に通知するものとする。 

 

＜免責事項＞ 

ハンセン指数・レバレッジインデックス連動債およびハンセン指数・ショートインデックス連動債

の場合： 

本指数は、ハンセン・データ・サービシズ・リミテッド（Hang Seng Data Services Limited）

からのライセンスに基づきハンセン・インデックス・カンパニー・リミテッド（Hang Seng 

Indexes Company Limited）により公表かつ編纂されている。本指数のマークおよび名称に係る権

利は、ハンセン・データ・サービシズ・リミテッドが保有している。ハンセン・インデックス・カ

ンパニー・リミテッドおよびハンセン・データ・サービシズ・リミテッドは、本外国指標連動証券

に関してノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイが本指数を利用しかつ参照することに合

意しているが、ハンセン・インデックス・カンパニー・リミテッドおよびハンセン・データ・

サービシズ・リミテッドのいずれも、本外国指標連動証券のブローカーもしくは所持人またはそ

の他いかなる者に対しても、(ⅰ)本指数の正確性もしくは完全性および本指数に関する計算もし

くは情報、(ⅱ)本指数もしくは本指数の要素もしくはデータの目的適合性、または(ⅲ)目的の如

何を問わず、本指数もしくは本指数の要素もしくはデータの使用による結果について、いかなる

保証も表明も行わず、また、本指数に関して、いかなる種類の保証も表明も行われず、その示唆

もなされない。本指数の計算および編纂の手順および根拠ならびに関連する算式、指数構成銘柄お

よび要素はいずれも、通知なしにハンセン・インデックス・カンパニー・リミテッドにより随時変

更または修正されることがある。適用ある法律により認められる範囲で、ハンセン・インデック

ス・カンパニー・リミテッドまたはハンセン・データ・サービシズ・リミテッドは、(ⅰ)本外国

指標連動証券に関するノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイによる本指数の利用およ

び／もしくは参照について、(ⅱ)本指数の計算におけるハンセン・インデックス・カンパニー・

リミテッドによる誤り、脱漏、間違いもしくは過失について、(ⅲ)本指数の計算に関連して用い

た、他の者により提供された情報の誤り、脱漏、間違い、過失もしくは不完全性について、また

は(ⅳ)上記の結果として、本外国指標連動証券のブローカーもしくは所持人もしくは本外国指標

連動証券を取り扱う他の者が直接的もしくは間接的に被った経済的損失その他の損失について、

いかなる責任も義務も負わず、また、ブローカー、所持人もしくは本外国指標連動証券を取り扱う

他の者は、いかなる方法においても、本外国指標連動証券に関して、ハンセン・インデックス・カ

ンパニー・リミテッドおよび／またはハンセン・データ・サービシズ・リミテッドに対していか

なる請求、訴訟または法的手続も行うことができない。したがって、ブローカー、所持人または

本外国指標連動証券を取り扱う他の者は、本免責事項を完全に理解して本外国指標連動証券を取り

扱い、ハンセン・インデックス・カンパニー・リミテッドおよびハンセン・データ・サービシズ・

リミテッドに対していかなる依拠もできない。疑義を避けるために付言すると、本免責事項は、ブ

ローカー、所持人またはその他の者とハンセン・インデックス・カンパニー・リミテッドおよび／
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またはハンセン・データ・サービシズ・リミテッドとの間にいかなる契約関係またはそれに準じた

関係も生じさせるものではなく、また、かかる関係を生じさせるものとして解釈されてはならない。 

(ⅰ) 投資家は、本外国指標連動証券の申込みまたは購入を行うことによって本免責事項を認め、

理解し、同意したものとみなされ、かつそれに拘束されるものとし、 

(ⅱ) 本外国指標連動証券のための当該本指数の水準は、いかなる時点においても、ハンセン・

インデックス・カンパニー・リミテッドがその単独の裁量により算出する水準とする。 

 

韓国総合株価指数200・レバレッジインデックス連動債および韓国総合株価指数200（先物）・イン

バースインデックス連動債の場合： 

１．韓国証券取引所（以下本号において「KRX」という。）は、本指数または本指数に含まれる

一切のデータの正確性および／または完全性を保証するものではなく、本指数に含まれる

いかなる過失、脱漏または障害についても責任を負うものではない。 

２．KRXは、野村ホールディングス株式会社（以下本号において「ライセンシー」という。）、

本指数に連動する金融商品の購入者、または本指数もしくは本指数に含まれる一切のデー

タを利用するその他のいかなる者もしくは事業体に対しても、本指数または本指数に含ま

れる一切のデータの正確性および／または完全性を保証するものではない。 

３．KRXは、本指数または本指数に含まれる一切のデータにつき、明示的にも黙示的にも保証す

るものではなく、その目的または利用に係る商品性または適合性につき一切の保証責任を

明示的に否認する。 

４．上記にかかわらず、KRXは、当該損害について通知された場合であっても、いかなる場合に

おいても、特別損害、懲罰的損害、間接損害または結果的な損害（逸失利益を含む。）に

つき責任を負うものではない。 

５．KRXは、本指数に連動する金融商品の所有者または一般の者に対して、有価証券全般もしく

は特定の商品への投資の妥当性について、または本指数が株式市場全体のパフォーマンス

（利益性）に連動する能力について、明示的にも黙示的にも表明または保証を行うもので

はない。 

６．KRXのライセンシーに対する唯一の関係は、KRXおよび本指数の特定の登録商標および商標

名につき利用許諾を与えることであり、KRXは、本指数の決定、作成および計算を、ライセ

ンシーまたは本外国指標連動証券の内容を考慮に入れずに行う。 

７．KRXは、本指数の決定、作成および計算において、ライセンシーまたは本指数に連動する金

融商品の所有者の要求を考慮に入れる義務を負うものではない。KRXは、本指数に連動する

金融派生商品の発行もしくは販売の時期の決定、または本指数に連動する金融派生商品を

現金に換算する算式の決定もしくは計算について責任を負わず、また、これらに関与して

いない。 

８．KRXは、本指数に連動する金融商品の所有者に対し、本外国指標連動証券の管理、マーケ

ティングまたは取引に関する義務または責任を負うものではない。 

９．本号に基づくKRXの免責は、本指数のライセンス契約の終了後も有効に存続する。 

 

(e) 本外国指標連動証券の所持人の選択による償還 

本外国指標連動証券の所持人が、下記「９ 通知」に従い、所持人の選択による償還日（以下に

定義する。）に先立つ15日以上30日以内の事前の通知をNEFに対して行った場合、NEFは、所持人

の選択による償還日に、本外国指標連動証券を所持人の選択による償還額（以下に定義する。）
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により償還しなければならない。ただし、かかる本外国指標連動証券の所持人による償還請求は、

額面金額２億円以上１万円単位の本外国指標連動証券に関するものに限り、行うことができる。 

「所持人の選択による償還日」とは、発行日（当日を含む。）から満期償還日（当日を含まな

い。）までの、各営業日をいう。本外国指標連動証券の額面金額当たりの「所持人の選択による

償還額」とは、計算代理人がその単独の裁量により商業上合理的な方法で決定する、通知がなさ

れた日現在の本外国指標連動証券の額面金額の公正な経済価値に相当する金額から、NEFが負担し

た対象となる関連ヘッジ取引の解消に係る費用を控除した円貨額をいう。 

本外国指標連動証券の所持人による上記の通知は、取消不能とする。ただし、所持人の選択に

よる償還日より前に債務不履行事由（下記「６ 債務不履行事由」に定義する。）が発生し、かつ

継続している場合、本外国指標連動証券の所持人は、NEFに通知することにより、上記の通知を取

り消すことができ、下記「６ 債務不履行事由」に従い本外国指標連動証券の期限の利益を喪失さ

せ、直ちに支払われるべき旨を宣言することを選択することができる。 

 

(f) 税制変更による繰上償還 

NEFは、下記の場合において、その選択により随時、下記「９ 通知」に従い30日以上60日以内

の（取消不能の）通知を本外国指標連動証券の所持人に対して行うことにより本外国指標連動証

券の全部（一部は不可）を償還することができる。 

(ⅰ) NEF（または保証状（下記「４ 本外国指標連動証券の地位および保証 (b) 本外国指標連動

証券の保証」に定義する。）に基づく支払が要求された場合には保証会社）が、本外国指標連

動証券の当初の発行日以後に効力が発生する、オランダもしくは（場合により）日本もしくは

その行政区画もしくは課税当局の法律もしくは規則の変更もしくは修正により、またはかかる

法律もしくは規則の適用もしくは公的な解釈の変更により、本外国指標連動証券に基づく次回

の支払期日において、下記「８ 課税上の取扱い」に規定する追加額の支払義務が生じたかもし

くは生じうる場合、またはそれぞれの場合において当該支払に関する金額をオランダもしくは

（場合により）日本の課税当局に報告する義務が生じたかもしくは生じうる場合であり、 

(ⅱ) NEF（または保証会社）が利用可能な合理的な手段を講じることによっても、かかる義務を

回避することができない場合。 

ただし、かかる償還の通知は、本外国指標連動証券（または場合により保証状）について支払

期限が到来した場合、NEF（または保証会社）のかかる追加額の支払義務または上述の課税当局に

対し報告義務のある支払を行う義務が生じる最初の日の90日以前は行われないものとする。 

本号に基づく償還の通知に先立ち、NEFは代理人に対し、NEFがかかる償還を行う権利を有して

いる旨およびNEFが償還を行う権利の前提条件を示す事実が発生した旨を記載した、NEFの取締役

１名（または保証会社の代表執行役）の署名ある証明書、およびNEF（または保証会社）が、かか

る変更または修正によりかかる追加額の支払義務または上述の課税当局に対する報告義務を負っ

ており、または今後負うこととなる旨の定評ある独立の法律顧問による法律意見書を交付する。 

本号に従い償還される各本外国指標連動証券は、期限前償還金額により償還される。「期限前

償還金額」とは、計算代理人が本指数の動向および必要とみなすその他の要素を考慮し、誠実に

かつ商業上合理的な方法で決定する各本外国指標連動証券の公正な市場価格と等しい金額から、

かかる期限前償還に関連してNEFが負担した対象となる関連ヘッジ取引の解消に係る費用を含む

（ただし、これらに限られない。）費用を控除した金額をいう。 

上記「(b) 早期償還」、上記「(e) 本外国指標連動証券の所持人の選択による償還」、本号、

次号および下記「６ 債務不履行事由」に別段の定めがある場合を除き、本外国指標連動証券を満

期償還日より前に償還することはできない。  
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(g) 規制事由による償還 

NEFは、適用ある法令または規則の変更の結果、本外国指標連動証券が未償還であることのみを

理由として、NEFが追加的な法域もしくは規制当局の規制に服することを要求された場合、または

NEFが重大な負担になるとみなす追加的な法律要件もしくは規制に服することとなった、もしくは

今後服することとなる場合、その選択により随時、下記「９ 通知」に従い30日以上60日以内の

（取消不能の）通知を本外国指標連動証券の所持人に対して行うことにより本外国指標連動証券

の全部（一部は不可）を償還することができる。 

本号に従い償還される各本外国指標連動証券は、期限前償還金額により償還される。 

 

(h) 買入 

NEF、保証会社またはその子会社（以下に定義する。）は随時、公開市場におけるか否かを問わ

ず、いかなる価格でも本外国指標連動証券を買い入れることができる。かかる本外国指標連動証

券は、保有、再発行、再売買し、またはNEFの選択により、支払代理人（下記「12 その他 (3) 

代理契約」に定義する。）に消却のために提出することができる。 

本号において、「子会社」とは、NEFまたは保証会社の子会社（1985年会社法第736条に定義さ

れる。）を意味する。 

 

(i) 消却 

償還された全ての本外国指標連動証券は直ちに消却される。このように消却された全ての本外

国指標連動証券および上記「(h) 買入」に従って買入消却された本外国指標連動証券は代理人に

交付され、これを再発行または再売却することはできない。本外国指標連動証券の要項で消却

（償還時を除く。）が要求される恒久大券により表章される本外国指標連動証券の消却は、当該

恒久大券の額面金額の減少により有効となる。 

 

３ 支払 

(a) 支払に関する一般規定 

支払は、あらゆる場合において、(ⅰ)支払の場所において適用ある財務もしくはその他の法律お

よび規則ならびに(ⅱ)1986年合衆国内国歳入法（以下「内国歳入法」という。）第871(m)条に従い

要求される源泉徴収もしくは控除もしくは内国歳入法第1471(b)条に記載の契約に従い要求される

源泉徴収もしくは控除、または内国歳入法第1471条から第1474条までの規定、かかる条項に基づく

規則もしくは合意、かかる条項の公的な解釈もしくはかかる条項に関する政府間の提案を施行する

法律に従って課される源泉徴収もしくは控除に服するが、下記「８ 課税上の取扱い」の規定を妨

げないものとする。 

大券の所持人は、当該大券により表章された本外国指標連動証券に関する支払を受けることので

きる唯一の者であり、NEFおよび保証会社は、当該大券の所持人に対しまたは当該所持人の指図に

従い支払をなすことにより、そのように支払われた各金額について免責される。ユーロクリア・バ

ンク・エス・エー／エヌ・ブイ（以下「ユーロクリア」という。）またはクリアストリーム・バン

キング・エス・エー（以下「クリアストリーム・ルクセンブルク」という。）の名簿に当該大券に

より表章された本外国指標連動証券の一定の額面金額の実質的な所持人として記載されている者は、

当該大券の所持人に対しまたは当該所持人の指図に従いNEFまたは保証会社が支払った各金額に関

するかかる所持人の持分について、ユーロクリアおよび／または（場合により）クリアストリー

ム・ルクセンブルクに対してのみ支払を請求するものとする。当該大券の所持人以外の者は、当該

大券に関する支払についてNEFまたは保証会社に対する請求権を有しない。  
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(b) 支払日 

本外国指標連動証券に関する金員の支払期日が、支払日（以下に定義する。）以外の日にあたる

場合には、当該本外国指標連動証券の所持人は当該場所における翌支払日まで支払を受けることが

できず、かつ、かかる支払の繰延に関して、追加利息その他の金員の支払を受けることができない。

本号において、「支払日」とは、以下の意味を有する。 

ハンセン指数・レバレッジインデックス連動債およびハンセン指数・ショートインデックス連動

債の場合： 

東京、ロンドンおよび香港において、商業銀行および外国為替市場が、支払の決済を行い、通

常の業務（外国為替取引および外貨預金取引を含む。）を営んでいる日。 

韓国総合株価指数200・レバレッジインデックス連動債および韓国総合株価指数200（先物）・イ

ンバースインデックス連動債の場合： 

東京、ロンドンおよびソウルにおいて、商業銀行および外国為替市場が、支払の決済を行い、

通常の業務（外国為替取引および外貨預金取引を含む。）を営んでいる日。 

 

(c) 元本および利息の解釈 

「本外国指標連動証券の概要」において、本外国指標連動証券に関する元本には、場合により、

以下のものを含むものとみなす。 

(ⅰ)下記「８ 課税上の取扱い」に基づき、元本に関し支払われることのある追加額。 

(ⅱ)本外国指標連動証券の満期償還額。 

(ⅲ)本外国指標連動証券の期限前償還金額。 

(ⅳ)本外国指標連動証券の所持人の選択による償還額。 

 

４ 本外国指標連動証券の地位および保証 

(a) 本外国指標連動証券の地位 

本外国指標連動証券は、NEFの直接、無条件、非劣後かつ（下記「５ 担保提供制限」に従い）無

担保の債務であり、本外国指標連動証券相互の間において優先または劣後することなく、同順位で

あり、（下記「５ 担保提供制限」に従い、また法律上優先権が認められる一定の債務を除き）NEF

のその時々において残存する現在および将来の他の一切の無担保の非劣後債務と、少なくとも同順

位である。 

 

(b) 本外国指標連動証券の保証 

本外国指標連動証券に関するNEFの支払および交付義務は、2011年７月29日付保証状（以下「保

証状」という。）により保証会社が無条件かつ取消不能の形で保証する。保証状に基づく保証会社

の債務は、保証会社の直接、無条件、非劣後かつ（下記「５ 担保提供制限」に従い）無担保の債

務であり、また、（下記「５ 担保提供制限」に従い、また国税および地方税に関する債務および

その他法律により定められた例外は除き）保証会社の現在および将来の他の一切の無担保の非劣後

債務と、少なくとも同順位である。 

 

５ 担保提供制限 

(a) NEFの担保提供制限 

NEFは、未償還残存（代理契約（下記「12 その他 (3) 代理契約」に定義する。）に定義され

る。）の本外国指標連動証券が存在する限り、NEF自身の債務（以下に定義する。）、または第三

者の債務について現在もしくは将来の債権者の利益のために行う保証もしくは補償に係る義務を担
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保するために、NEFの現在または将来のいかなる事業、資産または収入の全部または一部に対して

も、いかなる抵当権、先取特権、質権その他の担保権も設定せず、また存続させないものとする。

ただし、同時に、当該債務または（場合により）保証もしくは補償と少なくとも同順位かつ同等の

比率をもって本外国指標連動証券も担保される場合、または社債権者集会の特別決議（代理契約に

定義される。）により承認された他の担保もしくは保証が本外国指標連動証券のために提供される

場合は、この限りでない。本項において「債務」とは、満期まで１年を超える期間がある有価証券

上の債務で、かつオランダもしくはその他の地域における証券取引所、店頭登録市場もしくはその

他の有価証券市場で相場が立ち、上場され、通常取引または売買されているか、その予定であるも

のを意味する。 

 

(b) 保証会社の担保提供制限 

保証会社が保証する本外国指標連動証券に未償還残存のものが存在する限り、保証会社は、いか

なる証券（以下に定義する。）の所持人のためにも、(ⅰ)当該証券がその要項により円貨以外の通

貨で支払われるかもしくは円貨以外の通貨で支払を受ける権利を与えるものである場合、または当

該証券が円貨で表示され、かつその元本総額の50％超が保証会社もしくは（保証会社でない場合は）

NEFにより、もしくはその授権に基づいて、当初日本国外で分売される場合であり、かつ(ⅱ)当該

証券が日本国外の証券取引所、店頭登録市場その他の有価証券市場で相場が立ち、上場され、通常

取引もしくは売買されているか、その予定である場合には、①かかる証券に関する支払、②かかる

証券の保証に基づく支払、または③かかる証券に関する補償もしくはその他の債務に基づく支払を

担保するために、保証会社の現在または将来のいかなる財産、資産または収入の全部または一部に

対しても、いかなる抵当権、先取特権、質権その他の担保権も設定せず、また存続を認めないこと

を保証する。ただし、上記のいずれの場合においても、保証状に基づき、同時に、当該証券、保証、

補償もしくはその他類似の債務に関し提供されるか、または残存する担保と同じ担保もしくは社債

権者集会の特別決議により承認された他の担保もしくは保証が、本外国指標連動証券のために提供

される場合は、この限りではない。 

本項において、「証券」とは、発行時から１年を超える期間を有するNEFもしくは保証会社また

はその他の者の社債、ディベンチャー、ノートその他類似の投資証券を意味する。 

 

６ 債務不履行事由 

下記の事由（以下「債務不履行事由」という。）のいずれかが発生し、かつその事由が継続して

いる場合には、各本外国指標連動証券の所持人は、NEFおよび保証会社に対し書面による通知を行う

ことにより（代理人に対しては単に情報を提供する目的でその写しを送付する。）、当該本外国指

標連動証券の所持人が有する本外国指標連動証券につき期限の利益を喪失し、直ちに支払われるべ

き旨を宣言することができ、これにより当該本外国指標連動証券は、呈示、要求、申立その他一切

の通知を要せず期限前償還金額で直ちに償還されるものとする。ただし、NEFおよび保証会社がかか

る通知を受領する前に当該債務不履行事由が治癒された場合はこの限りでない。 

(a) 本外国指標連動証券の元本の償還または本外国指標連動証券に関する証券の交付につき、７日

を超える遅滞があった場合。 

(b) NEFまたは保証会社が、本外国指標連動証券もしくは保証状（もしあれば）に定められるNEFも

しくは（場合により）保証会社の他の約束もしくは約定、または代理契約に定められる本外国指

標連動証券の所持人のための約束もしくは約定の履行または遵守を怠り、かつ、いずれの場合に

おいても、NEFまたは（場合により）保証会社が当該不履行を治癒することを要求する本外国指標
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連動証券の所持人からの書面による通知が（直接であるか代理人を通じてであるかを問わず）NEF

および保証会社に対し交付された後30日間継続した場合。 

(c) 残存元本総額が1,000万米ドル（他の通貨の場合は同額相当）以上のNEFもしくは保証会社の本

外国指標連動証券以外の借入金債務が不履行により期限の利益を喪失した場合、もしくはNEFもし

くは保証会社がかかる債務につき満期においてもしくは適用ある支払猶予期間が経過してもなお

弁済を怠っている場合（もしくはかかる債務が要求払の場合、支払要求の後３営業日、もしくは

これより長期の適用ある支払猶予期間が経過してもなお弁済を怠っている場合）、または現存す

る元本もしくは元本総額が1,000万米ドル（他の通貨の場合は同額相当）以上の第三者の借入金債

務についてNEFもしくは保証会社が付与した保証もしくは補償の履行期が到来し、適用ある支払猶

予期間の経過後履行の請求を受けたにもかかわらず履行されない場合。 

(d) 所在地において管轄権を有する裁判所が、オランダもしくは（場合により）日本において適用

ある破産、支払不能もしくは会社更生に関する法律に基づき、NEFもしくは保証会社の破産もしく

は支払不能を認める決定もしくは命令を下した場合、もしくはNEFもしくは保証会社の会社更生を

求める申立が適正になされたものと認めた場合で、かつ当該決定もしくは命令が継続する60日間

解除もしくは停止されない場合、または、所在地において管轄権を有する裁判所が、オランダも

しくは（場合により）日本において適用ある破産、支払不能もしくは会社更生に関する法律に基

づき、NEFもしくは保証会社の破産もしくは会社更生に関してもしくはその財産の全部もしくは実

質的に全部についてもしくはその解散もしくは清算の事由について管財人、清算人、受託者もし

くは譲受人を選任する決定もしくは命令を下した場合で、かつ当該決定もしくは命令が継続する

60日間解除もしくは停止されない場合。 

(e) NEFまたは保証会社が、オランダもしくは（場合により）日本において適用ある破産法もしくは

会社更生法に基づき自己破産を申立てた場合、NEFもしくは保証会社に対する破産の申立に同意し

た場合、支払猶予（NEFに関してのみ）、会社更生もしくは債務整理を求める申立、答弁もしくは

同意を行った場合、もしくはNEFもしくは保証会社もしくはそれらの財産の全部もしくは実質的に

全部について破産もしくは会社更生の管財人、清算人、受託者もしくは譲受人を選任することに

同意した場合、もしくはそれらの債権者に対して債権譲渡を行い、債務整理を申入れ、もしくは

書面により履行期にある債務の支払ができないことを認めた場合、またはNEFもしくは保証会社が

上記の目的のいずれかを達成するための法人活動を行った場合。 

(f) 社債権者集会の特別決議によりその条件が承認された新設合併、事業結合、吸収合併もしくは

事業再編成を目的としもしくはこれに基づく場合、または存続会社がそれぞれ本外国指標連動証

券もしくは保証状に基づくNEFもしくは保証会社の債務の一切を有効に引き受けることとなる新設

合併、事業結合、吸収合併もしくは事業再編成を目的としもしくはこれに基づく場合を除き、NEF

または保証会社がその営業の全部もしくは実質的に全部を停止し、またはその資産の全部もしく

は実質的に全部を処分した場合。ただし、保証会社については、保証会社を持株会社とする事業

再編成または保証会社を持株会社の傘下に置く事業再編成の場合で、その結果保証会社が営業の

全部もしくは実質的に全部を停止し、またはその資産の全部もしくは実質的に全部を処分するこ

ととなっても、本項は適用されないものとする。 

(g) 理由の如何を問わず、保証状（上記(f)に言及される事業再編成後の承継者たる保証会社によっ

て調印がなされた保証状を含む。）が完全な効力を生じない（または保証会社がその旨主張する）

場合。 

上記(c)に関して、米ドル以外の通貨による借入金債務は、期限の利益を喪失したか、または（場

合により）当該債務不履行事由が発生した日（ロンドン時間）において、代理人が指定した主要銀

行により表示されるロンドンにおける米ドル買いに対する当該通貨の売りのための直物相場で換算
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するものとする（ただし、理由の如何を問わず、当日にかかるレートを得られない場合は、その後

に最も早く入手可能な日におけるレートによる。）。 

 

７ 社債権者集会、変更および権利放棄 

代理契約は、本外国指標連動証券および代理契約の一定の条項を特別決議により修正することを

承認することを含む、本外国指標連動証券の所持人の利益に影響を与える事項について審議するた

めに社債権者集会を招集することについて、定めている。 

NEF、（場合により）保証会社または本外国指標連動証券の元本残高の10分の１以上を有する本外

国指標連動証券の所持人は、社債権者集会を招集することができる。特別決議を採択するための社

債権者集会の定足数は、本外国指標連動証券の元本残高の過半を保有または代表する１名以上の者、

その延会においては、保有または代表される本外国指標連動証券の元本金額の如何にかかわらず、

本外国指標連動証券の所持人本人またはその代理人１名以上の者とする。ただし、本外国指標連動

証券の規定の修正（本外国指標連動証券の償還日の修正、本外国指標連動証券の元本の減額もしく

は取消、交換条項付社債もしくはエクイティ・リンク償還条項付社債の償還に関する資産（もしあ

れば）の交付に係る規定の変更、もしくは本外国指標連動証券の支払通貨を変更する場合を含

む。）、または代理契約の一定の条項の修正を議題とする集会においては、特別決議を採択するた

めに必要な定足数は、３分の２以上を保有または代表する１名以上の者、その延会においては、本

外国指標連動証券の元本残高の３分の１以上を保有または代表する１名以上の者とする。社債権者

集会で採択された特別決議は、出席の有無にかかわらず本外国指標連動証券の所持人の全てを拘束

する。 

代理人、NEFおよび保証会社は、本外国指標連動証券の所持人の同意を得ることなく、以下につい

て合意することができる。 

(a) （NEFおよび保証会社の意見において）本外国指標連動証券の所持人の利益に重要な影響のない

本外国指標連動証券、代理契約、ディード・オブ・コベナントおよび／または保証状の条項の修

正（上記に述べた場合を除く。）（本外国指標連動証券の所持人の個別の状況または特定の法域

における調整による課税もしくはその他の結果は勘案しない。）。 

(b) 本外国指標連動証券、代理契約、ディード・オブ・コベナントおよび／または保証状について

の（NEFおよび保証会社の意見において）形式的、軽微もしくは技術的な修正、または明白な誤記

の訂正もしくは適用ある法令の強行規定に従うための訂正。 

かかる修正は、本外国指標連動証券の所持人の全てを拘束する。また、かかる修正後は、下記

「９ 通知」に従い本外国指標連動証券の所持人に可及的速やかにその旨通知される。 

 

８ 課税上の取扱い 

本外国指標連動証券に投資しようとする申込人は、各申込人の状況に応じて、本外国指標連動証

券に投資することによる課税上の取扱いおよびリスクまたは本外国指標連動証券に投資することが

適当か否かについて各自の財務・税務顧問に相談する必要がある。 

本外国指標連動証券に係るNEFによる支払または保証状に基づく保証会社による支払は全て、オラ

ンダ（NEFの場合）もしくは日本（保証会社の場合）またはそれらの行政区画もしくはそれらの課税

当局もしくはそれらの域内の課税当局によりまたはそれらに代わって、現在または将来において課

され、賦課され、徴税され、源泉徴収され、課税されるあらゆる性質の税金、賦課金、公租公課を

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

源泉徴収または控除を法により強制される場合を除く。この場合、NEFまたは（場合により）保証会

社は、本外国指標連動証券の所持人がかかる源泉徴収または控除の後に受領する本外国指標連動証
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券の元本の純受取額が、かかる源泉徴収または控除がなければ本外国指標連動証券について受領し

たであろう金額と等しくなるように必要な追加額を支払うものとする。ただし、かかる追加額は以

下の本外国指標連動証券に関しては支払われないものとする。 

(ⅰ) 本外国指標連動証券を保有する以外に、(x)NEFによる支払の場合にはオランダと何らかの関連

を有すること、(y)保証状に基づく保証会社による支払の場合には①日本の税法上日本の居住者も

しくは日本法人と扱われ、または②その他日本と関連を有することを理由として、かかる税金、

賦課金、公租公課を負担する本外国指標連動証券の所持人によりまたはかかる者に代わって支払

のために呈示がなされた本外国指標連動証券。 

(ⅱ) 貯蓄所得に対する課税に関する欧州連合理事会指令2003／48／ECまたは同指令の実施もしくは

遵守のための法律もしくは同指令に適合させるために制定された法律によって、個人に対する支

払についてかかる源泉徴収または控除が課され、かつ要求される場合。 

(ⅲ) 欧州連合の加盟国内の別の支払代理人に本外国指標連動証券を呈示したならば、かかる源泉徴

収または控除を回避できたであろう本外国指標連動証券の所持人によりまたはかかる者に代わっ

て支払のために呈示がなされた本外国指標連動証券。 

(ⅳ) 関連日（以下に定義する。）後30日を過ぎて支払のために呈示がなされた本外国指標連動証券

（ただし、本外国指標連動証券の所持人がかかる30日目に支払のためにこれを呈示していたなら

ば受領することができた当該追加額を除く。）。 

(ⅴ) オランダまたは日本において支払のために呈示がなされた本外国指標連動証券。 

本外国指標連動証券に係るNEFによる支払または保証状に基づく保証会社による支払は、あらゆる

場合において、内国歳入法第1471(b)条に記載の契約に従い要求される源泉徴収もしくは控除、また

は内国歳入法第1471条から第1474条までの規定、かかる条項に基づく規則もしくは合意、かかる条

項の公的な解釈もしくはかかる条項に関する政府間の提案を施行する法律に従って課される源泉徴

収もしくは控除に服する。源泉徴収または控除された金額は、本外国指標連動証券に関するあらゆ

る目的において支払われたものとみなされ、かかる源泉徴収または控除に関して追加額は支払われ

ない。 

本項において「関連日」とは、当該支払について最初に支払期日が到来した日、または支払われ

るべき金員の全額が当該期日までに代理人により受領されていない場合は、当該金員の全額が受領

され、その旨の通知が下記「９ 通知」に従い本外国指標連動証券の所持人に対してなされた日を意

味する。 

 

９ 通知 

本外国指標連動証券に関する全ての通知は、ロンドンで講読される代表的な英語の日刊新聞に掲

載された場合に有効とみなされる。かかる掲載はロンドンのフィナンシャル・タイムズ紙になされ

る予定である。かかる通知は、掲載された日付、または複数回掲載される場合もしくは複数の新聞

紙での掲載を要求される場合には、掲載を要求される全ての新聞紙に最初に掲載された時点での日

付をもって、なされたものとみなされる。 

ユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルクのために大券が全部保管されている限り、

かかる新聞への掲載の方法に代えて、本外国指標連動証券の所持人に対する連絡のためユーロクリ

アおよびクリアストリーム・ルクセンブルクへ通知を交付するという方法をとることができる。か

かる通知は、ユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルクが通知を受領した日に本外国

指標連動証券の所持人になされたものとみなされる。 

本外国指標連動証券の所持人による通知は書面によるものとし、これを関連する本外国指標連動

証券とともに代理人に預託するものとする。大券が各本外国指標連動証券を表章している間も、本
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外国指標連動証券の所持人は、代理人およびユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブル

クが認める方法で、ユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルクを通じて代理人にかか

る通知を行うことができる。 

 

10 消滅時効 

本外国指標連動証券は、それぞれの関連日（上記「８ 課税上の取扱い」に定義する。）から元本

の支払および／または資産の交付については10年の期間内に元本に関する請求がなされない場合は

失効する。 

 

11 準拠法および送達代理人の任命 

代理契約、ディード・オブ・コべナント、本外国指標連動証券および保証状（ならびに代理契約、

ディード・オブ・コべナント、保証状および本外国指標連動証券ならびに本外国指標連動証券の発

行および買入に関する一切の契約に起因してまたはこれらに関連して生じる非契約的債務）は英国

法に準拠するものとし、これに従って解釈される。 

NEFおよび保証会社はそれぞれ、本外国指標連動証券の所持人のために、英国の裁判所が本外国指

標連動証券から生じるかまたは本外国指標連動証券に関して生ずるあらゆる紛争（本外国指標連動

証券に起因してまたは本外国指標連動証券に関連して生じる非契約的債務に関する紛争を含む。）

を解決する管轄権を有すること、したがって本外国指標連動証券から生じるかまたは本外国指標連

動証券に関して生じる訴訟または手続（以下「訴訟手続」と総称する。）が英国の裁判所に提起で

きることに、取消不能の形で合意する。 

NEFおよび保証会社は、英国（本書提出日現在、ロンドン市 EC4R 3AB エンジェル・レーン１）に

登録された住所を有するノムラ・インターナショナル・ピーエルシーを英国における訴訟手続に関

する英国における送達代理人に取消不能の形で任命し、同社が送達代理人としての職務の遂行を停

止したときは他の送達代理人を任命する。 

 

12 その他 

(1) 代わり券 

本外国指標連動証券が紛失、盗失、毀損、汚損または滅失した場合、代理人の所定の事務所に

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

を提出することを条件として、代わり券を発行することができる。毀損または汚損した本外国指

標連動証券については、代わり券が発行される前にこれを提出しなければならない。 

 

(2) 承継 

(Ⅰ) NEFの承継 

(a) NEFの承継に関する前提条件 

本外国指標連動証券に関連して、NEFは、本外国指標連動証券の所持人の同意なしに、承継債

務会社（下記「(e) 承継債務会社」に定義する。）に代替しまたは承継することができる。た

だし、以下の事項を条件とする。 

(ⅰ)承継債務会社および保証会社が、承継が完全な効力を有するために必要な代理契約の別紙

５記載の様式の捺印証書（以下「捺印証書」という。）およびその他の書類（もしあれば）

（捺印証書とあわせて以下「書類」という。）を作成し、当該書類の下で、（上記の一般性

を制限することなく）承継債務会社が、NEF（または全ての前任の承継債務会社）に代わり、

本外国指標連動証券の主要な債務者として、本外国指標連動証券、代理契約およびディー
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ド・オブ・コベナントにその名称が記載されていたかのように、本外国指標連動証券の所持

人のために、本外国指標連動証券の要項（下記(b)に記載の方法による修正を含む。）ならび

に代理契約およびディード・オブ・コベナントの規定に従うことを約束し、それに基づき保

証会社が、主要な債務者としての承継債務会社の本外国指標連動証券により支払うべき金額

の全額の支払および／または本外国指標連動証券に関する交付義務を、各本外国指標連動証

券の所持人に対して無条件かつ取消不能の形で保証すること。 

(ⅱ)書類が、以下の表明および保証を含むこと。 

(あ) 承継債務会社 

(Ａ)かかる承継に必要な一切の企業、政府および規制当局による許可および同意ならびに書

類に基づく承継債務会社の義務の履行に必要な一切の企業、政府および規制当局による許

可および同意を取得しており、かかる許可および同意が全て完全に有効であること。 

(Ｂ)書類に基づいて承継債務会社が負う義務は、いずれもそれぞれの条項に従って法的に有

効かつ拘束力を有していること。 

(い) 保証会社（保証会社が保証を付与し、かつ捺印証書に基づき保証が与えられている本外

国指標連動証券について） 

(Ａ)かかる保証の付与に必要な一切の企業、政府および規制当局による許可および同意なら

びに書類に基づく保証会社の義務の履行に必要な一切の企業、政府および規制当局による

許可および同意を取得しており、かかる許可および同意が全て完全に有効であること。 

(Ｂ)書類に基づいて保証会社が負う義務および保証は、いずれもそれぞれの条項に従って法

的に有効かつ拘束力を有していること。 

(ⅲ)本外国指標連動証券が上場されている各証券取引所、上場承認機関および／または取引相

場システム（もしあれば）が、提案されている承継債務会社の承継後も本外国指標連動証券

がかかる証券取引所、上場承認機関および／または取引相場システムにおいて引続き上場さ

れること、売買されることおよび／または取引が行われることを確認すること。 

(ⅳ)NEFおよび承継債務会社が、場合により、代理人に対し、英国における主要な法律事務所か

らNEFを代理して提出される、書類が英国法に基づいて法的に有効かつ拘束力を有するNEFお

よび承継債務会社の義務を構成する旨のディーラーを宛先とした法律意見書（かかる意見書

は承継債務会社によるNEFの承継の日付の前７日以内の日付で作成され、代理人の所定の事務

所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供されることを要する。）を、保管の

ため交付しまたは交付させること。 

(ⅴ)NEFが、代理人に対し、オランダにおける主要な法律事務所からNEFを代理して提出される、

オランダ法に基づきNEFが書類を締結する能力および権限を有している旨のディーラーを宛先

とした法律意見書（かかる意見書は承継債務会社によるNEFの承継の日付の前７日以内の日付

で作成され、代理人の所定の事務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供さ

れることを要する。）を、保管のため交付しまたは交付させること。 

(ⅵ)承継債務会社が、代理人に対し、承継債務会社の法域における主要な法律事務所から承継

債務会社を代理して提出される、当該法域における法律に基づいて承継債務会社が書類を締

結する能力および権限を有している旨のディーラーを宛先とした法律意見書、また承継債務

会社が英国以外の法域に属する場合は、書類が当該法律に基づいて法的に有効かつ拘束力を

有する承継債務会社の義務を構成する旨のディーラーを宛先とした法律意見書（かかる意見

書は承継債務会社によるNEFの承継の日付の前７日以内の日付で作成され、代理人の所定の事

務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供されることを要する。）を、保管

のため交付しまたは交付させること。 
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(ⅶ)保証会社が、代理人に対し、英国における主要な法律事務所から保証会社を代理して提出

される書類（保証会社が承継債務会社について付与する保証状を含む。）が英国法に基づい

て法的に有効かつ拘束力を有する保証会社の義務を構成する旨のディーラーを宛先とした法

律意見書（かかる意見書は承継債務会社によるNEFの承継の日付の前７日以内の日付で作成さ

れ、代理人の所定の事務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供されること

を要する。）を、保管のため交付しまたは交付させること。 

(ⅷ)保証会社が、代理人に対し、日本における主要な法律事務所から保証会社を代理して提出

される、日本法に基づき保証会社が書類（保証会社が承継債務会社について付与する保証状

を含む。）を締結する能力および権限を有している旨のディーラーを宛先とした法律意見書

（かかる意見書は承継債務会社によるNEFの承継の日付の前７日以内の日付で作成され、代理

人の所定の事務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供されることを要す

る。）を、保管のため交付しまたは交付させること。 

(ⅸ)本外国指標連動証券につき債務不履行事由が存在しないこと。 

(b) 承継債務会社による引受け 

上記(a)に定める書類が作成された場合、承継債務会社は、NEF（または前任の承継債務会社）

に代わり、本外国指標連動証券の主要な債務者として本外国指標連動証券にその名称が記載さ

れたものとみなされ、これに基づき、本外国指標連動証券は、承継が効力を有するよう修正さ

れたものとみなされる。発行会社としてのNEF（またはかかる前任の承継債務会社）は、書類の

作成をもって、本外国指標連動証券の主要な債務者としての一切の義務を免除される。 

(c) 書類の預託 

本外国指標連動証券が未償還であり、かつ承継債務会社または保証会社に対して本外国指標

連動証券または書類に関し本外国指標連動証券の所持人によりなされた請求につき終局判決、

和解または免責がなされていない限り、書類は、代理人に預託され保管される。書類において

承継債務会社および保証会社は、各本外国指標連動証券の所持人が、本外国指標連動証券また

は書類につき強制執行するため、書類を作成する権利を認めるものとする。 

(d) 承継通知 

書類の作成後15日以内に、承継債務会社は、かかる承継について上記「９ 通知」に従って、

本外国指標連動証券の所持人に対して通知するものとする。 

(e) 承継債務会社 

「承継債務会社」とは、直接的または間接的に野村ホールディングス株式会社により100％保

有される会社を意味する。 

 

(Ⅱ) 保証会社の承継 

(a) 保証会社の承継に関する前提条件 

本外国指標連動証券に関連して、保証会社は、本外国指標連動証券の所持人の同意なしに、

承継保証会社（下記「(e) 承継保証会社」に定義する。）に代替しまたは承継することができ

る。ただし、以下の事項を条件とする。 

(ⅰ)かかる承継が、野村ホールディングス株式会社およびその連結子会社またはそれにより構

成される企業グループ内の再編成による場合においてのみ行われること。 

(ⅱ)承継保証会社が、承継が完全な効力を有するために必要な書類（以下「保証会社承継書類」

という。）を作成し、当該書類の下で、（上記の一般性を制限することなく）承継保証会社

が、保証会社（または全ての前任の承継保証会社）に代わり、本外国指標連動証券の保証会

社として、本外国指標連動証券および代理契約にその名称が記載されていたかのように、本
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外国指標連動証券の所持人のために、本外国指標連動証券の要項（下記(b)に記載の方法によ

る修正を含む。）および代理契約の規定に従うことを約束すること。 

(ⅲ)保証会社承継書類が、承継保証会社による以下の表明および保証を含むこと。 

(Ａ)かかる承継に必要な一切の企業、政府および規制当局による許可および同意ならびに保

証会社承継書類に基づく承継保証会社の義務の履行に必要な一切の企業、政府および規制

当局による許可および同意を取得しており、かかる許可および同意が全て完全に有効であ

ること。 

(Ｂ)保証会社承継書類に基づいて承継保証会社が負う義務は、いずれもそれぞれの条項に

従って法的に有効かつ拘束力を有していること。 

(ⅳ)本外国指標連動証券が上場されている各証券取引所、上場承認機関および／または取引相

場システム（もしあれば）が、提案されている承継保証会社の承継後も本外国指標連動証券

がかかる証券取引所、上場承認機関および／または取引相場システムにおいて引続き上場さ

れること、売買されることおよび／または取引が行われることを確認すること。 

(ⅴ)保証会社および（場合により）承継保証会社が、代理人に対し、ディーラーを宛先とした

以下の法律意見書を、保管のため交付しまたは交付させること。 

(Ａ)英国における主要な法律事務所から保証会社を代理して提出される、保証会社承継書類

が英国法に基づいて法的に有効かつ拘束力を有する保証会社および承継保証会社の義務を

構成する旨の法律意見書（かかる意見書は承継保証会社による保証会社の承継の日付の前

７日以内の日付で作成され、代理人の所定の事務所において本外国指標連動証券の所持人

による閲覧に供されることを要する。）。 

(Ｂ)日本における主要な法律事務所から保証会社を代理して提出される、日本法に基づき保

証会社が保証会社承継書類を締結する能力および権限を有している旨ならびに保証会社承

継書類が日本法に基づいて法的に有効かつ拘束力を有する保証会社の義務を構成する旨の

法律意見書（かかる意見書は承継保証会社による保証会社の承継の日付の前７日以内の日

付で作成され、代理人の所定の事務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に

供されることを要する。）。 

(Ｃ)承継保証会社の法域における主要な法律事務所から承継保証会社を代理して提出される、

当該法域における法律に基づいて承継保証会社が保証会社承継書類を締結する能力および

権限を有している旨の法律意見書、また承継保証会社が英国以外の法域に属する場合は、

保証会社承継書類が当該法律に基づいて法的に有効かつ拘束力を有する承継保証会社の義

務を構成する旨の法律意見書（かかる意見書は承継保証会社による保証会社の承継の日付

の前７日以内の日付で作成され、代理人の所定の事務所において本外国指標連動証券の所

持人による閲覧に供されることを要する。）。 

(ⅵ)本外国指標連動証券につき債務不履行事由が存在しないこと。 

(b) 承継保証会社による引受け 

上記(a)に定める保証会社承継書類が作成された場合、承継保証会社は、保証会社（または前

任の承継保証会社）に代わり、本外国指標連動証券の保証会社として本外国指標連動証券にそ

の名称が記載されたものとみなされ、これに基づき、本外国指標連動証券は、承継が効力を有

するよう修正されたものとみなされる。保証会社（またはかかる前任の承継保証会社）は、保

証会社承継書類の作成をもって、本外国指標連動証券について保証会社としての一切の義務を

免除される。 
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(c) 保証会社承継書類の預託 

本外国指標連動証券が未償還であり、かつ承継保証会社に対して本外国指標連動証券または

保証会社承継書類に関し本外国指標連動証券の所持人によりなされた請求につき終局判決、和

解または免責がなされていない限り、保証会社承継書類は、代理人に預託され保管される。保

証会社承継書類において承継保証会社は、各本外国指標連動証券の所持人が、本外国指標連動

証券または保証会社承継書類につき強制執行するため、保証会社承継書類を作成する権利を認

めるものとする。 

(d) 承継通知 

保証会社承継書類の作成後15日以内に、承継保証会社は、かかる承継について上記「９ 通知」

に従って、本外国指標連動証券の所持人に対して通知するものとする。 

(e) 承継保証会社 

「承継保証会社」とは、NEFの最終的な親会社であるかまたはNEFと最終的な親会社が同一で

ある会社のいずれかを意味する。ただし、後者の場合、承継日におけるかかる承継保証会社の

格付が、保証会社の格付以上である場合に限る。 

 

(3) 代理契約 

本外国指標連動証券は、発行会社としてのノムラ・バンク・インターナショナル・ピー・エ

ル・シーおよびNEF、保証会社としての野村ホールディングス株式会社および野村證券株式会社、

発行代理人兼主支払代理人および代理銀行としてのシティバンク・エヌ・エー・ロンドン（以下

「代理人」といい、承継者たる代理人を含む。）、代理契約に記載のその他の支払代理人（代理

人とあわせて以下「支払代理人」といい、追加の支払代理人または承継者たる支払代理人を含

む。）、代理契約に記載の計算代理人（以下「計算代理人」といい、承継者たる計算代理人を含

む。）ならびに代理契約に記載の受渡代理人（以下「受渡代理人」といい、追加の受渡代理人ま

たは承継者たる受渡代理人を含む。）の間の2012年７月27日付の変更および改訂済代理契約（以

下「代理契約」といい、随時修正、補完および／または改訂を含む。）に従い、その利益を享受

して発行される。 

 

(4) 様式、額面および所有権 

本外国指標連動証券は無記名式で発行され、円建てで、外国指標連動証券の額面金額は１万円

である。 

以下に記載される条件に従って、本外国指標連動証券の所有権は受渡により移転する。NEF、保

証会社、代理人、支払代理人および受渡代理人は、（満期が到来しているか否かを問わず、また、

本外国指標連動証券の所有に係る通知、または本外国指標連動証券の紛失もしくは盗失に係る券

面上の記載もしくは通知の有無にかかわらず）本外国指標連動証券の持参人をその完全な権利者

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

げない。 

当該時点においてユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルクの名簿に特定の額面

金額の当該本外国指標連動証券の所持人として登録されている者は、NEF、保証会社、支払代理人

および受渡代理人により全ての点（本外国指標連動証券の元金の支払に関する事項を除く。かか

る事項については、大券の条項に従い、大券の所持人が、NEF、保証会社、支払代理人および受渡

代理人により当該本外国指標連動証券の所持人として取り扱われるものとし、「本外国指標連動

証券の所持人」およびこれに関連する用語はこれに従って解釈される。）において当該額面金額

の本外国指標連動証券の所持人として取り扱われる（この場合、いずれかの者の口座に貸記され
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ている本外国指標連動証券の額面金額に関してユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセン

ブルクが発行した証明書その他の書類は、明白な誤りがある場合を除き、全ての点において、最

終的なものとして、拘束力を有するものとする。）。ユーロクリアまたはクリアストリーム・ル

クセンブルクの共通預託機関または共通保管機関により保管される大券により表章される本外国

指標連動証券は、その時点におけるユーロクリアまたは（場合により）クリアストリーム・ルク

センブルクのルールおよび手続に従ってのみ、これを譲渡することができる。 

本外国指標連動証券は、恒久大券の形態で発行され、確定券面に交換することはできない。 

NEFおよびディーラーが別途合意した場合を除き、次の文言が、全ての大券に記載される。 

「本証券を保有する合衆国人（合衆国内国歳入法に定義される。）は、内国歳入法第165(j)条

および第1287(a)条に定められる制限を含む合衆国所得税法上の制限に服する。」 

上記文言に言及された条文は、合衆国の本外国指標連動証券の所持人が、一定の例外を除き、

本外国指標連動証券に関する損失を税務上控除することができず、また、本外国指標連動証券に

係る売却、処分、償還または元本の支払による利益について譲渡益課税の適用を受けることがで

きない旨を定めている。 

 

(5) 代理人、支払代理人、計算代理人および受渡代理人 

代理人（発行代理人兼主支払代理人）、支払代理人、計算代理人および受渡代理人の名称なら

びにそれぞれの当初の所定の事務所は、以下のとおりである。 

代理人（発行代理人兼主支払代理人） 

シティバンク・エヌ・エー・ロンドン 

（Citibank, N.A., London） 

ロンドン市 E14 5LB、カナリー・ワーフ、カナダ・スクエア、シティグループ・センター 

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

支払代理人 

ノムラ・バンク（ルクセンブルク）エス・エー 

（Nomura Bank (Luxembourg) S.A.） 

エスペランジュ L-5826、ガスペリッシュ通り33番A棟 

（Bâtiment A, 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange） 

計算代理人 

ノムラ・インターナショナル・ピーエルシー 

（Nomura International plc） 

ロンドン市 EC4R 3AB エンジェル・レーン１ 

（1 Angel Lane, London EC4R 3AB） 

受渡代理人 

本外国指標連動証券については指定されていない。 

NEFおよび保証会社は、以下の全ての条件を満たす場合には、支払代理人、計算代理人および／

もしくは受渡代理人の指名を変更もしくは終了させる権利ならびに／または追加のもしくはその

他の支払代理人、計算代理人もしくは受渡代理人を指名する権利ならびに／または支払代理人、

計算代理人もしくは受渡代理人の所定の事務所の変更を承認する権利を有する。 

(ⅰ)NEFが設立された法域を除くヨーロッパ大陸内に支払代理人を常置すること。 

(ⅱ)計算代理人が任命された本外国指標連動証券に関し計算代理人を常置すること。 

(ⅲ)代理人を常置すること。 
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(ⅳ)欧州連合理事会指令2003／48／EC、または当該指令の実施もしくは遵守のための法律もし

くは当該指令に適合させるために制定された法律に基づく公租公課の源泉徴収または控除

を行う義務を負うことのない欧州連合の加盟国内に支払代理人を常置すること。 

変更、終了、指名または移行は、上記「９ 通知」に従って、本外国指標連動証券の所持人に対

する30日以上45日以内の事前の通知がなされた後にのみ（(ⅰ)支払不能の場合、または(ⅱ)支払

代理人が、内国歳入法第1471条から第1474条までの規定、かかる条項に基づく規則もしくは合意、

もしくはかかる条項の公的な解釈に従って定義される「外国金融機関」であり、「パススルー支

払」に対する源泉徴収税の施行日以降に「参加外国金融機関」とはならないかもしくは同日以降

に「参加外国金融機関」ではなくなる場合（上記の用語は内国歳入法第1471条から第1474条まで

の規定、かかる条項に基づく規則もしくは合意、もしくはかかる条項の公的な解釈に従い定義さ

れる。）には、「パススルー支払」に対する源泉徴収税の施行日以降、いずれの場合も直ちに）

効力を生じるものとする。 

代理人、その他の支払代理人、計算代理人および受渡代理人は、代理契約に基づき職務を行う

際に、NEFおよび保証会社の代理人としてのみ職務を行い、本外国指標連動証券の所持人に対して

義務を負わず、また、本外国指標連動証券の所持人と代理または信託の関係を有しない。ただし、

（本外国指標連動証券の所持人に対し本外国指標連動証券の償還の支払をするNEFまたは場合によ

り保証会社の義務に影響を及ぼすことなく）本外国指標連動証券に関して期限が到来した額の支

払のために代理人が受領した資金は、上記「10 消滅時効」に定められた消滅時効期間が満了する

まで、代理人が本外国指標連動証券の所持人のために保管する。代理契約は、一定の事情の下で

の代理人、支払代理人、計算代理人および受渡代理人に対する補償およびそれらの責任免除のた

めの規定を含んでおり、また、代理人およびその他の支払代理人がNEFおよび保証会社との間で営

業上の取引を行うことができ、かかる取引から生じた利益を本外国指標連動証券の所持人に帰属

させる義務を負わない旨の規定を含んでいる。代理契約には、代理人が吸収合併もしくは組織変

更を行った事業体、代理人との間で新設合併を行った事業体または代理人がその資産のほぼ全て

を譲渡した事業体を承継代理人として認める条項が規定されている。 

 

(6) 追加発行 

NEFは、本外国指標連動証券の所持人の同意を得ることなく、全ての点（またはその発行総額、

および発行価格を除く全ての点）において本外国指標連動証券と同じ要項の社債を随時成立させ

発行し、かかる社債を未償還の本外国指標連動証券と統合して単一のシリーズとすることができ

る。 
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指数の概要 

 

ハンセン指数 

ハンセン指数は、香港取引所のメインボードに上場している銘柄のうち、時価総額が大きく、流動性の

高い銘柄で構成される指数である。ハンセン・インデックス・カンパニー・リミテッドは、構成銘柄数

を2022年半ばまでに80銘柄に増やし、最終的に100銘柄に固定することを目標としている。浮動株調整後

の時価総額加重平均指数であり、1964年７月31日を基準日とし、基準値は100として算出される。一方、

ハンセン指数（配当込指数）は、1990年１月２日の指数値を2,838.07ポイントとして計算されている。 

 

韓国総合株価指数200 

韓国総合株価指数200は、韓国証券取引所上場の主要200銘柄からなる浮動株調整後の時価総額加重平均

指数である。1990年１月３日を基準日とし、その日の基準値を100として算出される。 

 

韓国総合株価指数200（先物） 

韓国総合株価指数200（先物）は、韓国総合株価指数200先物市場に上場している直近限月の価格の値動

きに連動した指数である。2007年１月２日を基準日とし、その日の基準値を1,000として算出される。  

（※ロール時は直近限月と翌限月を加重平均、またロールオーバーコスト込み指数である。） 

 

ハンセン指数・レバレッジインデックス、ハンセン指数・ショートインデックス、韓国総合株価指数

200・レバレッジインデックス、韓国総合株価指数200（先物）・インバースインデックス 

ハンセン指数・レバレッジインデックスは、日々の騰落率をハンセン指数の騰落率の２倍として計算さ

れた指数で、2006年１月３日の指数値を14,944.77ポイントとして計算されている。 

ハンセン指数・ショートインデックスは、日々の騰落率をハンセン指数（配当込指数）の騰落率の-１倍

として計算された指数で、2006年１月３日の指数値を26,650.28ポイントとして計算されている。 

韓国総合株価指数200・レバレッジインデックスは、日々の騰落率を韓国総合株価指数200の騰落率の２

倍として計算された指数で、2010年２月22日の指数値を217.81ポイントとして計算されている。 

韓国総合株価指数200（先物）・インバースインデックスは、日々の騰落率を韓国総合株価指数200（先

物）の騰落率の-１倍として計算された指数で、2009年９月16日の指数値を1,062.83ポイントとして計算

されている。 

 

ハンセン指数・レバレッジインデックスの計算方法 

HSILI(T) = HSILI(T-1)×[1 + {K×(HSI(T)/HSI(T-1) - 1) - (K-1) ×(HIBOR/365) ×D(T,T-1) - K×

(K-1) ×｜(HSI(T)/HSI(T-1) - 1) ｜×Stamp Duty } ] 

 

HSILI(T): 指数計算時点(T)におけるハンセン指数・レバレッジインデックス値 

HSILI(T-1): 指数計算時点(T)の前日におけるハンセン指数・レバレッジインデックス終値 

K: 2 

D(T,T-1): TからT-1までの実日数 

HIBOR: 前日の午前11時（香港時間）頃におけるオーバーナイトHIBOR（％ 年率） 

HSI(T): 現在のハンセン指数値 

HSI(T-1): 前日のハンセン指数値 

Stamp Duty: 印紙税率 
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※ハンセン指数・レバレッジインデックスが前日の終値と比較して、50％以上下落した場合は、指数の

計算が停止される。 

 

ハンセン指数・ショートインデックスの計算方法 

HSISI(T) = HSISI(T-1)×[1 + {-K×(TRHSI(T)/TRHSI(T-1) - 1) + (K+1) ×(HIBOR/365) ×D(T,T-1) - 

K×(K+1) ×｜(TRHSI(T)/TRHSI(T-1) - 1) ｜×Stamp Duty } ] 

 

HSISI(T): 指数計算時点(T)におけるハンセン指数・ショートインデックス値 

HSISI(T-1): 指数計算時点(T)の前日におけるハンセン指数・ショートインデックス終値 

K: 1 

D(T,T-1): TからT-1までの実日数 

HIBOR: 前日の午前11時（香港時間）頃におけるオーバーナイトHIBOR（％ 年率） 

TRHSI(T): 現在のハンセン指数値（配当込指数値） 

TRHSI(T-1): 前日のハンセン指数値（配当込指数値） 

Stamp Duty: 印紙税率 

※ハンセン指数・ショートインデックスが前日の終値と比較して、50％以上下落した場合は、指数の計

算が停止される。 

 

韓国総合株価指数200・レバレッジインデックスの計算方法 

L(T) = L(T-1)×[1 + {K×(S(T)/S(T-1) - 1) - (K-1) ×(r/365) ×D(T,T-1) } ] 

 

L(T): 指数計算時点(T)における韓国総合株価指数200・レバレッジインデックス値 

L(T-1) : 指数計算時点(T)の前日における韓国総合株価指数200・レバレッジインデックス値 

K: 2 

D(T,T-1): TからT-1までの実日数 

r: 91日満期CDの金利（％ 年率） 

S(T): 現在の韓国総合株価指数200指数値 

S(T-1): 前日の韓国総合株価指数200指数終値 

 

韓国総合株価指数200（先物）・インバースインデックスの計算方法 

I(T) = I(T-1)×[1 + {K×(F(T)/F(T-1) - 1) + (1 - ｜K｜× M) ×(r/365) ×D(T,T-1) } ] 

 

I(T): 指数計算時点(T)における韓国総合株価指数200（先物）・インバースインデックス値 

I(T-1) : 指数計算時点(T)の前日における韓国総合株価指数200（先物）・インバースインデックス値 

K: -1 

M: 先物マージン・レート 

D(T,T-1): TからT-1までの実日数 

r: 91日満期CDの金利（％ 年率） 

F(T): 現在の韓国総合株価指数200（先物）指数値 

F(T-1): 前日の韓国総合株価指数200（先物）指数終値 
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レバレッジ指数の値動きについて 

レバレッジ指数は、日々の騰落率が元の指数の騰落率の２倍として計算された指数である。したがって、

以下の例に示すように、レバレッジ指数の騰落率と元の指数の騰落率とは、２日以上離れた日との比較

においては、一般に「２倍」とならないので、十分留意すべきである。 

 

＜１＞ ハンセン指数が、１日目「下落」、２日目「上昇」の場合 

 

 

 

＜２＞ ハンセン指数が、１日目「上昇」、２日目「下落」の場合 

 

 

 

日々の値動き 基準日からの値動き

1日目 2日目 1日目 2日目

ﾊﾝｾﾝ指数 -5% 10% ﾊﾝｾﾝ指数 -5% 4.5%

ﾊﾝｾﾝ指数・ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞｲﾝﾃﾞｯｸｽ -10% 20% ﾊﾝｾﾝ指数・ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞｲﾝﾃﾞｯｸｽ -10% 8%

80

85

90

95

100

105

110

基準日 1日目 2日目

ﾊﾝｾﾝ指数 ﾊﾝｾﾝ指数・ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞｲﾝﾃﾞｯｸｽ

日々の値動き 基準日からの値動き

1日目 2日目 1日目 2日目

ﾊﾝｾﾝ指数 5% -10% ﾊﾝｾﾝ指数 5% -5.5%

ﾊﾝｾﾝ指数・ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞｲﾝﾃﾞｯｸｽ 10% -20% ﾊﾝｾﾝ指数・ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞｲﾝﾃﾞｯｸｽ 10% -12%

85

90

95

100

105

110

115

基準日 1日目 2日目

ﾊﾝｾﾝ指数 ﾊﾝｾﾝ指数・ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞｲﾝﾃﾞｯｸｽ
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＜３＞ ハンセン指数が、１日目「上昇」、２日目「上昇」の場合 

 

 

 
＜４＞ ハンセン指数が、１日目「下落」、２日目「下落」の場合 

 

 

 

※これらの例示は、ハンセン指数の値動きとハンセン指数・レバレッジインデックスの値動きの関係を

説明するための計算例であり、実際の値動きを示したものではない。 

実際の本受益権の基準価額および本外国指標連動証券の償還価額は、管理費用等のコスト負担や追加設

定・一部解約の影響などにより、運用目標が完全に達成できるとは限らない。 

また、本受益権の市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まるため、本受益権

の基準価額および本外国指標連動証券の償還価額の値動きとは必ずしも一致するものではない。 

 

インバース（ショート）指数の値動きについて 

インバース（ショート）指数は、日々の騰落率が元の指数の騰落率の－１（マイナス１）倍として計算

された指数である。したがって、以下の例に示すように、インバース（ショート）指数の騰落率と元の

指数の騰落率とは、２日以上離れた日との比較においては、一般に「－１倍」とならないので、十分留

意すべきである。 
 

日々の値動き 基準日からの値動き

1日目 2日目 1日目 2日目

ﾊﾝｾﾝ指数 5% 10% ﾊﾝｾﾝ指数 5% 15.5%

ﾊﾝｾﾝ指数・ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞｲﾝﾃﾞｯｸｽ 10% 20% ﾊﾝｾﾝ指数・ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞｲﾝﾃﾞｯｸｽ 10% 32%

95

100

105

110

115

120

125

130

135

基準日 1日目 2日目

ﾊﾝｾﾝ指数 ﾊﾝｾﾝ指数・ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞｲﾝﾃﾞｯｸｽ

日々の値動き 基準日からの値動き

1日目 2日目 1日目 2日目

ﾊﾝｾﾝ指数 -5% -10% ﾊﾝｾﾝ指数 -5% -14.5%

ﾊﾝｾﾝ指数・ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞｲﾝﾃﾞｯｸｽ -10% -20% ﾊﾝｾﾝ指数・ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞｲﾝﾃﾞｯｸｽ -10% -28%

70

75

80

85

90

95

100

105

110

基準日 1日目 2日目

ﾊﾝｾﾝ指数 ﾊﾝｾﾝ指数・ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞｲﾝﾃﾞｯｸｽ
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＜５＞ ハンセン指数（配当込指数）が、１日目「下落」、２日目「上昇」の場合 

 

 

 

＜６＞ ハンセン指数（配当込指数）が、１日目「上昇」、２日目「下落」の場合 

 

 

  

日々の値動き 基準日からの値動き

1日目 2日目 1日目 2日目

ﾊﾝｾﾝ指数（配当込指数） -5% 10% ﾊﾝｾﾝ指数（配当込指数） -5% 4.5%

ﾊﾝｾﾝ指数・ｼｮｰﾄｲﾝﾃﾞｯｸｽ 5% -10% ﾊﾝｾﾝ指数・ｼｮｰﾄｲﾝﾃﾞｯｸｽ 5% -5.5%

90

95

100

105

110

基準日 1日目 2日目

ﾊﾝｾﾝ指数（配当込指数） ﾊﾝｾﾝ指数・ｼｮｰﾄｲﾝﾃﾞｯｸｽ

日々の値動き 基準日からの値動き

1日目 2日目 1日目 2日目

ﾊﾝｾﾝ指数（配当込指数） 5% -10% ﾊﾝｾﾝ指数（配当込指数） 5% -5.5%

ﾊﾝｾﾝ指数・ｼｮｰﾄｲﾝﾃﾞｯｸｽ -5% 10% ﾊﾝｾﾝ指数・ｼｮｰﾄｲﾝﾃﾞｯｸｽ -5% 4.5%

90

95

100

105

110

基準日 1日目 2日目

ﾊﾝｾﾝ指数（配当込指数） ﾊﾝｾﾝ指数・ｼｮｰﾄｲﾝﾃﾞｯｸｽ
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＜７＞ ハンセン指数（配当込指数）が、１日目「上昇」、２日目「上昇」の場合 

 

 

 
＜８＞ ハンセン指数（配当込指数）が、１日目「下落」、２日目「下落」の場合 

 

 

 

※これらの例示は、ハンセン指数（配当込指数）の値動きとハンセン指数・ショートインデックスの値

動きの関係を説明するための計算例であり、実際の値動きを示したものではない。 

実際の本受益権の基準価額および本外国指標連動証券の償還価額は、管理費用等のコスト負担や追加設

定・一部解約の影響などにより、運用目標が完全に達成できるとは限らない。 

また、本受益権の市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まるため、本受益権

の基準価額および本外国指標連動証券の償還価額の値動きとは必ずしも一致するものではない。 
 

日々の値動き 基準日からの値動き

1日目 2日目 1日目 2日目

ﾊﾝｾﾝ指数（配当込指数） 5% 10% ﾊﾝｾﾝ指数（配当込指数） 5% 15.5%

ﾊﾝｾﾝ指数・ｼｮｰﾄｲﾝﾃﾞｯｸｽ -5% -10% ﾊﾝｾﾝ指数・ｼｮｰﾄｲﾝﾃﾞｯｸｽ -5% -14.5%

80

85

90

95

100

105

110

115

120

基準日 1日目 2日目

ﾊﾝｾﾝ指数（配当込指数） ﾊﾝｾﾝ指数・ｼｮｰﾄｲﾝﾃﾞｯｸｽ

日々の値動き 基準日からの値動き

1日目 2日目 1日目 2日目

ﾊﾝｾﾝ指数（配当込指数） -5% -10% ﾊﾝｾﾝ指数（配当込指数） -5% -14.5%

ﾊﾝｾﾝ指数・ｼｮｰﾄｲﾝﾃﾞｯｸｽ 5% 10% ﾊﾝｾﾝ指数・ｼｮｰﾄｲﾝﾃﾞｯｸｽ 5% 15.5%

80

85

90

95

100

105

110

115

120

基準日 1日目 2日目

ﾊﾝｾﾝ指数（配当込指数） ﾊﾝｾﾝ指数・ｼｮｰﾄｲﾝﾃﾞｯｸｽ
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投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項 

 

本受益権または本外国指標連動証券に関するリスク要因 

 

本受益権の信託財産である本外国指標連動証券は、発行会社の担保の裏付けがない証券であり、担保付

債務ではない。また本外国指標連動証券および／または本受益権のリターンは、各本外国指標連動証券

および／または各本受益権の連動指標であるハンセン指数・レバレッジインデックス、ハンセン指数・

ショートインデックス、韓国総合株価指数200・レバレッジインデックスおよび韓国総合株価指数200

（先物）・インバースインデックス（以下個別にまたは総称して「本指数」または「連動先指数」とい

う。）のパフォーマンスに連動している。本外国指標連動証券および／または本受益権に投資すること

は、連動先指数の構成銘柄に直接投資することと同じではない。 

 

本「投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項」の項では、本受益権への投資を検討するに

あたり投資家になろうとする者が考慮すべきリスク要因について記載する。投資家は、本受益権に投資

する前に、以下に記載のリスクに関する情報のほか、本書中に記載のその他の情報を熟読すべきである。 

 

以下に明示されているリスクは、本受益権への投資に内在する主要なリスクを説明したものである。以

下に明示されている各リスクは、発行会社の事業、業務、財務状態または見通しに重大な悪影響を及ぼ

す可能性があり、結果的には投資家が本受益権に関して受領するリターンに重大な悪影響を及ぼす可能

性がある。さらに以下に明示されている各リスクは、本外国指標連動証券および／または本受益権の取

引価格または本受益権に基づく投資家の権利に悪影響を及ぼすおそれがあり、その結果、投資家は投資

の全部または一部を失うおそれがある。 

 

本受益権に投資しようとする者は、下記のリスクが、発行会社が直面しているリスクまたは本外国指標

連動証券および／または本受益権の性質により生じうるリスクの全てではない点に留意するべきである。

発行会社は、その業務および発行されうる本外国指標連動証券に関連するリスクのうち、自らが重要で

あると考えるリスクのみを記載している。発行会社が現在重要でないと考えている、または現在認識し

ていないその他のリスクが存在する可能性があり、これらのいずれかが投資家が本受益権に関して受領

するリターンに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。本受益権に投資しようとする者は、本外国指標連

動証券および／または本受益権に関するリスクを十分に理解できない場合、別途投資に関する助言を求

めるべきである。 

 

発行会社または保証会社の信用リスク 

 

本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の償還金額の支払は発行会社または保証会社の義務と

なっている。したがって、発行会社または保証会社の倒産や財務状況の悪化等により発行会社または保

証会社が本外国指標連動証券の償還金額を支払わず、または支払うことができない場合には、投資家は

損失を被りまたは投資元本を割り込むことがあり、投資元本の全てを失うこともある。 
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信用格付の引き下げは、本外国指標連動証券および／または本受益権の価格の低下につながるおそれが

ある 

 

本外国指標連動証券および／または本受益権の価値は、部分的に、発行会社または保証会社の信用力に

対する投資家の一般的な評価の影響を受けると予想される。格付機関は発行会社または保証会社の格付

けの引下げや取消を行い、または格下げの可能性ありとして「クレジット・ウォッチ」に指定されるこ

とがある。その結果、本外国指標連動証券および／または本受益権の価格の低下につながるおそれがあ

る。 

 

満期時または償還時の連動先指数の水準が、開始日時点の当該指数の水準を上回った場合でも、投資家

が受領する金額が本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の元本を割り込む場合がある 

 

本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の管理費用は、本外国指標連動証券の満期時または償還

時において投資家が受領する償還金額を減少させ、また管理費用および償還手数料は任意償還または期

限前償還において投資家が受領する償還金額を減少させるため、投資家が本外国指標連動証券の満期時

または償還時において少なくとも投資元本を受領するには、本外国指標連動証券および／または本受益

権の連動指標である本指数の数値が上昇する必要がある。償還価額の決定に際して管理費用は毎日計算

され参考終値から差し引かれるため、手数料の正味の影響は時間の経過とともに累積されていくもので

あり、本書に定められる所定の年率にて差し引かれる。したがって、本指数の水準が上昇しない場合も

しくは本外国指標連動証券および／もしくは本受益権の連動指標である本指数の水準の上昇が管理費用

（任意償還もしくは期限前償還の場合には、それに加え償還手数料）のマイナスの影響を相殺するのに

十分なものでない場合、または本外国指標連動証券および／もしくは本受益権の連動指標である本指数

の水準が低下した場合には、投資家が満期時または償還時において受領する金額が投資元本を下回り、

またはゼロになる可能性がある。 

 

本受益権の上場廃止その他本信託の終了事由が発生した場合に投資家が受領する金額は、本受益権の信

託財産である本外国指標連動証券の満期まで本受益権を保有していた場合に受領し得た金額よりも少な

い可能性がある 

 

本受益権の上場廃止その他本信託の終了事由が発生した場合、投資家は、残余財産として本外国指標連

動証券の償還価額相当額を受領することが予定されている。この場合に投資家が受領する金額は、本受

益権の信託財産である本外国指標連動証券の満期までに本受益権を保有していた場合に受領し得た金額

よりも少ない可能性がある。 

 

本受益権の市場価格と、本受益権の基準価額および本外国指標連動証券の償還価額の値動きは乖離する

可能性がある 

 

本受益権の市場価格は、市場での需給等に左右されるため、連動対象となる指標の値動きや本受益権の

基準価額および本外国指標連動証券の償還価額の値動きと乖離する可能性がある。なお、本受益権の基

準価額は、本受益権１口当たりの信託財産の評価額であり、本外国指標連動証券１券面の額面金額当た

りの償還価額を受益権付与率で除することにより算出される（小数点以下は切り上げる。）。 
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本受益権に係る為替リスク 

 

各本外国指標連動証券および／または各本受益権は、香港ドル建て指数であるハンセン指数・レバレッ

ジインデックスおよびハンセン指数・ショートインデックスを円換算したパフォーマンス、また韓国

ウォン建て指数である韓国総合株価指数200・レバレッジインデックスおよび韓国総合株価指数200（先

物）・インバースインデックスを円換算したパフォーマンスに連動しているため、為替相場の変動によ

り影響を受ける。これにより、本受益権の価額が、投資元本を割り込むことがある。 

 

投資家は本受益権の信託財産である本外国指標連動証券に関して利息の支払を受けるものではなく、本

指数に含まれる契約に関していかなる権利も有さない 

 

投資家は、本受益権の信託財産である本外国指標連動証券に関して定期的な利息の支払を受けない。投

資家は、本外国指標連動証券および／または本受益権の連動指標である本指数に含まれる指数構成銘柄

に投資している投資家であれば有する権利を有さない。 

 

本外国指標連動証券および／または本受益権の時価は、多数の予測不能な要因の影響を受けるおそれが

ある 

 

本外国指標連動証券および／または本受益権の時価は、購入日以降、変動するおそれがある。また投資

家は、本受益権を市場で売却した場合には多額の損失を被るおそれがある。発行会社は、一般にどの要

因よりも本外国指標連動証券および／または本受益権の時価に影響を及ぼすのは、連動先指数の構成銘

柄および本指数自体の価値であると考えている。複数のその他の要因（その多くは発行会社のコント

ロールが及ばないものである。）が本外国指標連動証券および／または本受益権の時価に影響を及ぼす

こととなる。本外国指標連動証券および／または本受益権の時価に影響を及ぼす主な要因としては、以

下が挙げられる。 

・連動先指数の水準 

・本受益権の市場における需給状態（本受益権のマーケット・メーカーにおける在庫ポジションを含

む。） 

・本外国指標連動証券の満期までの残存期間 

・金利 

・認識されている発行会社または保証会社の信用力 

・上場および店頭取引の株式デリバティブ市場における需給状態 

・同じ連動先指数を対象とする仕組商品市場における需給状態およびヘッジ活動 

これらの要因は複雑な形で相互に関係している場合があり、一つの要因が本外国指標連動証券および／

または本受益権の時価に及ぼす影響によって別の要因の影響が相殺されたり、または別の要因の影響が

拡大する場合がある。 

 

本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の期限前償還または消却 

 

本外国指標連動証券は、調整事由の発生、債務不履行事由の発生または発行会社による本外国指標連動

証券に基づく債務の履行の全部もしくは一部が違法になったかもしくは物理的に実行不可能になった場

合その他の要因により、期限前償還金額の支払をすることにより期限前償還される可能性がある。かか

る期限前償還金額は、いかなる場合であっても、本外国指標連動証券の償還または消却に関連して発行

-45-



会社によりまたは発行会社に代わって負担された（または負担される予定の）一切の費用、損失および

経費（もしあれば）（ヘッジ解約費用を含み、これらに限定されない。）が差し引かれる。かかる費用、

損失および経費は、本外国指標連動証券の所持人が償還または消却時に受領する金額を減少させ、期限

前償還金額をゼロまで減少させる可能性がある。発行会社は、何らかの、または特定の方法でヘッジ取

引を行う義務を負っておらず、費用、損失および経費が最低限となる（または最低限となることが期待

される）方法でヘッジ取引を行うことを要求されない。 

 

インデックス・スポンサーの方針、ならびに連動先指数の構成および評価に影響を及ぼす変更は、本外

国指標連動証券および／または本受益権に対して支払われる金額ならびにその時価に影響を及ぼすおそ

れがある 

 

連動先指数の水準の計算に関するインデックス・スポンサーの方針、ならびに連動先指数の構成および

評価に影響を及ぼす変更が連動先指数にどのように反映されるかは、連動先指数の数値、ひいては満期

時または償還時に本外国指標連動証券および／または本受益権に対して支払われる金額ならびに満期前

の本外国指標連動証券および／または本受益権の時価に影響するおそれがある。 

 

最終評価日において市場混乱事由が発生しておりまたは存在する場合には、償還価額の決定が延期され

ることがある 

 

最終評価日における本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の償還価額の決定は、計算代理人が、

かかる最終評価日において市場混乱事由が発生しているかまたは存在していると判断した場合には、こ

れを延期することができる。ただし、決定が延期されたにもかかわらず、延期後の日においても市場混

乱事由が発生しているかまたは存在している場合には、計算代理人は、かかる日において、市場環境を

考慮した上で償還価額を決定することができる。 

 

本指数に関する過去の水準は、本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の満期までの期間中の、

本指数の将来のパフォーマンスを示すと解釈すべきではない 

 

本外国指標連動証券および／または本受益権の連動指標である本指数が将来上昇するかまたは下落する

かを予想することは不可能である。本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の満期までの期間中

の本指数の実際のパフォーマンス、および満期時または償還時に支払われる金額は、本指数の過去の水

準とは関係していない。 

 

本外国指標連動証券および／または本受益権に関する市場の流動性は、時間の経過とともに大幅に変化

する可能性がある 

 

本外国指標連動証券および／または本受益権の数量または額面総額は、本外国指標連動証券の任意償還、

期限前償還および／または本受益権の転換によりいつでも減少する可能性がある。したがって、いずれ

かのシリーズの本受益権の市場の流動性は、本外国指標連動証券および／または本受益権の満期までの

期間中に大幅に変化する可能性がある。 
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投資家と計算代理人との間に利益相反の可能性が存在する 

 

本外国指標連動証券に関してノムラ・インターナショナル・ピーエルシーが計算代理人を務めている。

計算代理人は、とりわけ、そのシリーズの満期時または償還時に当該シリーズの本外国指標連動証券に

関して投資家に支払われる償還価額を決定する。 

 

本指数のインデックス・スポンサーが本指数の算出または公表を中止または一時停止した場合、当該シ

リーズの本外国指標連動証券および／または本受益権の時価を決定することが難しくなる可能性がある。

これらの事象が発生した場合、または本指数の数値が市場混乱事由その他の理由により入手もしくは算

出できない場合には、計算代理人は、その単独の裁量により本指数の数値を誠実に見積もることを要求

される場合がある。 

 

計算代理人は、その職務を履行する際、自身で判断を行う。例えば、計算代理人は、評価日（最終評価

日を含む。）において、本指数に影響する市場混乱事由が発生または存在しているか否かを決定しなけ

ればならない場合がある。この判断は結局、その事由によって、スワップ・カウンターパーティのヘッ

ジ・ポジションを解約する能力が著しく阻害されることとなったか否かについての計算代理人の判断に

かかっている。これらの計算代理人による判断は、いずれかのシリーズの本外国指標連動証券および／

または本受益権の時価に影響するおそれがあるため、計算代理人がそのような判断を行う必要がある場

合、計算代理人は相反する利益を有する可能性がある。 

 

レバレッジ・インデックス、インバース（ショート）・インデックスと対象指数との利益・損失の違い 

 

レバレッジ・インデックスは、前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間の対象

指数の騰落率の２倍となるよう計算されるので、対象指数と比べて利益・損失の額が大きくなる。 

 

一方、インバース（ショート）・インデックスは、前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落

率が、同期間の対象指数の騰落率の「－１倍」（マイナス１倍）となるよう計算されるので、対象指数

と反対の利益・損失の額となる。 

 

レバレッジ・インデックス、インバース（ショート）・インデックスの対象指数について 

 

レバレッジ・インデックスの対象指数は、それぞれハンセン指数または韓国総合株価指数200であるが、

インバース（ショート）・インデックスの対象指数は、それぞれハンセン指数または韓国総合株価指数

200（先物）であり、レバレッジ・インデックスとインバース（ショート）・インデックスで対象指数は

異なる。 

 

レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注意点 

 

レバレッジ・インデックスは、前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間の対象

指数の騰落率の２倍となるよう計算される。しかしながら、２営業日以上離れた期間におけるレバレッ

ジ・インデックスの騰落率は、一般に対象指数の２倍とはならず、計算上、差（ずれ）が不可避に生じ

る。 
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２営業日以上離れた期間におけるレバレッジ・インデックスの騰落率と対象指数の騰落率の２倍との差

（ずれ）は、当該期間中の対象指数の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもど

ちらにも生じる可能性があるが、一般に、対象指数の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナ

スの方向に差（ずれ）が生じる可能性が高くなる。また、一般に、期間が長くなればなるほど、その差

（ずれ）が大きくなる傾向がある。 

 

したがって、NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブル ETNおよびNEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブル 

ETNは、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いてい

る金融商品である。 

 

また、一般的に配当を加味していない株価指数は、配当を加味した株価指数に比して配当落ち分だけ減

価する。当該レバレッジ・インデックスの対象指数は配当を加味していない指数であるため、レバレッ

ジ・インデックスも配当落ちの影響を受ける。 

 

インバース（ショート）・インデックスに内在する性質に関する注意点 

 

インバース（ショート）・インデックスは、前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、

同期間の対象指数の騰落率の「－１倍」（マイナス１倍）となるよう計算される。しかしながら、２営

業日以上離れた期間におけるインバース（ショート）・インデックスの騰落率は、一般に対象指数の

「－１倍」とはならず、計算上、差（ずれ）が不可避に生じる。 

 

２営業日以上離れた期間におけるインバース（ショート）・インデックスの騰落率と対象指数の騰落率

の「－１倍」倍との差（ずれ）は、当該期間中の対象指数の値動きによって変化し、プラスの方向にも

マイナスの方向にもどちらにも生じる可能性があるが、一般に、対象指数の値動きが上昇・下降を繰り

返した場合に、マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性が高くなる。また、一般に、期間が長くな

ればなるほど、その差（ずれ）が大きくなる傾向がある。 

 

したがって、NEXT NOTES 香港ハンセン・ベア ETNおよびNEXT NOTES 韓国KOSPI・ベア ETNは、一般的に

長期間の投資には向かず、比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品であ

る。 
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＜NEXT NOTES 金先物 ダブル・ブル ETN、NEXT NOTES 金先物 ベア ETN、NEXT NOTES ドバイ原油先物 

ダブル・ブル ETNおよびNEXT NOTES ドバイ原油先物 ベア ETNに関する情報＞ 

 

本外国指標連動証券の概要 

 

１ 利息 

本外国指標連動証券には利息は付されない。 

 

２ 償還および買入 

(a) 満期償還 

日経・JPX原油レバレッジ指数連動債３を除く日経・JPX指数連動債の場合： 

以下の規定に従い期限前に償還または買入消却されない限り、各本外国指標連動証券は、NEFに

より、2033年２月７日（以下「満期償還日」という。）に、額面金額１万円につき、以下の算式に

従って算出される金額（０円以上の金額とし、以下「満期償還額」という。）により償還される。 

10,000円 × 
最終評価日における償還価額 

IL0 

 

日経・JPX原油レバレッジ指数連動債３の場合： 

以下の規定に従い期限前に償還または買入消却されない限り、各本外国指標連動証券は、NEFに

より、2033年２月７日（以下「満期償還日」という。）に、額面金額100円につき、以下の算式に

従って算出される金額（０円以上の金額とし、以下「満期償還額」という。）により償還される。 

100円 × 
最終評価日における償還価額 

× 100 
IL0 

 

最終評価日（下記「(c) 用語の定義」に定義する。）またはその直後に、計算代理人（下記

「12 その他 (3) 代理契約」に定義する。）は、NEFおよび代理人（下記「12 その他 (3) 代

理契約」に定義する。）に対して、満期償還日における満期償還額を書面で通知するものとする。

代理人は、下記「９ 通知」に従い、NEFを代理して、本外国指標連動証券の所持人に対して速やか

に同様の内容を通知する。 

 

(b) 早期償還 

上記「(a) 満期償還」にかかわらず、早期償還決定期間（下記「(c) 用語の定義」に定義す

る。）中のいずれかの日に償還価額が０以下となった場合（かかる日を、以下「早期終了日」とい

う。）、本外国指標連動証券は、早期終了日の10営業日後の日に０円で自動的に償還される。疑義

を避けるため付言すれば、本外国指標連動証券の所持人に対しては、償還金額は支払われないもの

とする。 

 

(c) 用語の定義 

本書において、以下の用語は、以下の意味を有する。 

「インデックス・ 

 スポンサー」とは、 

 本指数に関連して、(ⅰ)かかる本指数に関連するルールおよび手続ならびに計

算方法および調整方法（もしあれば）を設定および検討する責任を有し、また

(ⅱ)各予定取引所営業日に（直接またはその代理人を通じて）かかる本指数の

水準を定期的に公表する会社またはその他の事業体をいう。 
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「営業日」とは、  東京およびロンドンにおいて、商業銀行および外国為替市場が、支払の決済を

行い、通常の業務（外国為替取引および外貨預金取引を含む。）を営んでいる

日をいう。 

「管理費用」とは、  日経・JPX指数連動債の場合： 

0.80％（＝0.008）をいう。 

「関連取引所」とは、  日経・JPX指数連動債の場合： 

東京証券取引所、および、計算代理人が、その単独かつ完全な裁量により、本

外国指標連動証券に関して重要であると判断する、本指数または原指数に関連

する先物取引またはオプション取引が行われる取引所または相場システムをい

う。 

「規定通貨」とは、  日本円をいう。 

「原指数」とは、  日経・JPX金レバレッジ指数連動債および日経・JPX金インバース指数連動債の

場合： 

日経・JPX金指数をいう。 

日経・JPX原油レバレッジ指数連動債３および日経・JPX原油インバース指数連

動債の場合： 

日経・JPX原油指数をいう。 

「最終評価日」とは、  日経・JPX金レバレッジ指数連動債の場合： 

満期償還日の10営業日前の日をいう。ただし、償還価額を算出するために使用

される日経・JPX金レバレッジ指数の決定にあたり、かかる日が予定取引所営業

日でない場合、日経・JPX金レバレッジ指数は、障害日でない翌予定取引所営業

日において情報配信ソースに表示される終値を用いて決定されるものとする。

日経・JPX金レバレッジ指数が最終評価日の８予定取引所営業日後の日までに決

定されない場合、計算代理人は、その単独かつ完全な裁量により決定した日

経・JPX金レバレッジ指数を用いて、最終評価日における償還価額を決定するも

のとする。 

  日経・JPX金インバース指数連動債の場合： 

満期償還日の10営業日前の日をいう。ただし、償還価額を算出するために使用

される日経・JPX金インバース指数の決定にあたり、かかる日が予定取引所営業

日でない場合、日経・JPX金インバース指数は、障害日でない翌予定取引所営業

日において情報配信ソースに表示される終値を用いて決定されるものとする。

日経・JPX金インバース指数が最終評価日の８予定取引所営業日後の日までに決

定されない場合、計算代理人は、その単独かつ完全な裁量により決定した日

経・JPX金インバース指数を用いて、最終評価日における償還価額を決定するも

のとする。 

  日経・JPX原油レバレッジ指数連動債３の場合： 

満期償還日の10営業日前の日をいう。ただし、償還価額を算出するために使用

される日経・JPX原油レバレッジ指数の決定にあたり、かかる日が予定取引所営

業日でない場合、日経・JPX原油レバレッジ指数は、障害日でない翌予定取引所

営業日において情報配信ソースに表示される終値を用いて決定されるものとす

る。日経・JPX原油レバレッジ指数が最終評価日の８予定取引所営業日後の日ま

でに決定されない場合、計算代理人は、その単独かつ完全な裁量により決定し

た日経・JPX原油レバレッジ指数を用いて、最終評価日における償還価額を決定

するものとする。 
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  日経・JPX原油インバース指数連動債の場合： 

満期償還日の10営業日前の日をいう。ただし、償還価額を算出するために使用

される日経・JPX原油インバース指数の決定にあたり、かかる日が予定取引所営

業日でない場合、日経・JPX原油インバース指数は、障害日でない翌予定取引所

営業日において情報配信ソースに表示される終値を用いて決定されるものとす

る。日経・JPX原油インバース指数が最終評価日の８予定取引所営業日後の日ま

でに決定されない場合、計算代理人は、その単独かつ完全な裁量により決定し

た日経・JPX原油インバース指数を用いて、最終評価日における償還価額を決定

するものとする。 

「参照通貨」とは、  日本円をいう。 

「市場混乱事由」とは、  日経・JPX指数連動債の場合： 

取引障害または取引所障害で、計算代理人が重大であると判断するものが、評

価時刻までの１時間の間のいずれかの時点で、発生もしくは存在しているこ

と、または早期終了をいう。 

本指数に関し市場混乱事由の存在の有無を判断するにあたり、いずれかの時に

原指数に含まれる構成銘柄に関して市場混乱事由が発生した場合には、当該構

成銘柄の原指数の水準への寄与の割合は、市場混乱事由の発生直前における(x)

当該構成銘柄に起因する原指数の水準の部分と(y)原指数の水準全体との比較に

基づくものとする。 

   「取引障害」とは、(ⅰ)本取引所における原指数の水準の20％以上を構成す

る構成銘柄に関連する取引に関し、または(ⅱ)関連取引所における原指数に関

する先物取引もしくはオプション取引につき、本取引所、関連取引所もしくは

その他が許容する制限を超える変動を理由として、本取引所もしくは関連取引

所により課せられた取引の停止または制限をいう。 

 「取引所障害」とは、市場参加者が、一般的に、(ⅰ)本取引所における原指

数の水準の20％以上を構成する構成銘柄の取引を実行し、もしくはその時価を

取得する機能を失いもしくは毀損し、または(ⅱ)関連取引所における原指数に

関する先物取引もしくはオプション取引を実行し、もしくはその時価を取得す

る機能を失い、もしくは毀損すると計算代理人によって決定される事由（早期

終了を除く。）をいう。 

 「早期終了」とは、本取引所または関連取引所の取引所営業日における予定

終了時刻前の取引終了をいう。ただし、かかる早期終了時刻について、(ⅰ)か

かる取引所営業日の本取引所または関連取引所の通常取引時間の実際の終了時

刻と(ⅱ)かかる取引所営業日の実際の終了時刻における執行のために本取引所

または関連取引所のシステムに入れられる注文の提出締切時刻のいずれか早い

方の１時間前までに本取引所または関連取引所が発表している場合を除く。 

「障害日」とは、  本取引所または関連取引所がその通常の取引時間に取引を行うことができない

か（関連取引所の場合、計算代理人が重大であると判断するもの）、または市

場混乱事由が生じている予定取引所営業日をいう。計算代理人は、NEFおよび代

理人に対し、その状況下で実務上可能な限り速やかに、障害日でなければ取引

所営業日であった日に、障害日の発生について通知する。 

「早期償還決定期間」 

とは、 

 当初評価日（当日を除く。）から最終評価日（当日を除く。）までの期間をい

う。 

  日経・JPX金レバレッジ指数連動債の場合： 

償還価額を算出するために使用される日経・JPX金レバレッジ指数を決定するに

あたり、早期償還決定期間のいずれかの日が予定取引所営業日でないかまたは

障害日の場合、計算代理人は、かかる日の直前に情報配信ソースに最後に表示

された日経・JPX金レバレッジ指数を用いて、かかる日における償還価額を決定
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することができる（ただし、決定する必要はない。）。 

  日経・JPX金インバース指数連動債の場合： 

償還価額を算出するために使用される日経・JPX金インバース指数を決定するに

あたり、早期償還決定期間のいずれかの日が予定取引所営業日でないかまたは

障害日の場合、計算代理人は、かかる日の直前に情報配信ソースに最後に表示

された日経・JPX金インバース指数を用いて、かかる日における償還価額を決定

することができる（ただし、決定する必要はない。）。 

  日経・JPX原油レバレッジ指数連動債３の場合： 

償還価額を算出するために使用される日経・JPX原油レバレッジ指数を決定する

にあたり、早期償還決定期間のいずれかの日が予定取引所営業日でないかまた

は障害日の場合、計算代理人は、かかる日の直前に情報配信ソースに最後に表

示された日経・JPX原油レバレッジ指数を用いて、かかる日における償還価額を

決定することができる（ただし、決定する必要はない。）。 

  日経・JPX原油インバース指数連動債の場合： 

償還価額を算出するために使用される日経・JPX原油インバース指数を決定する

にあたり、早期償還決定期間のいずれかの日が予定取引所営業日でないかまた

は障害日の場合、計算代理人は、かかる日の直前に情報配信ソースに最後に表

示された日経・JPX原油インバース指数を用いて、かかる日における償還価額を

決定することができる（ただし、決定する必要はない。）。 

「通貨関連障害」とは、  以下の(ⅰ)または(ⅱ)のいずれかをいう。 

(ⅰ)計算代理人がその単独の裁量により判断するところにより、NEFもしくはそ

の関連会社またはノミニーもしくはヘッジ・カウンターパーティーが、下記の

参照通貨に関する事項を行うことを、直接または間接に妨げるかまたは遅延さ

せる効力を有する事由が発生および／または存在していること。 

(a)慣習的な正規のチャネルを通じて、参照通貨と規定通貨を交換すること。 

(b)参照通貨の流通域内に所在する国内機関の為替レートと少なくとも同程度

に有利な為替レートで参照通貨と規定通貨を交換すること。 

(c)規定通貨を参照通貨の流通域内における口座から参照通貨の流通域外の口

座に送金すること。 

(d)参照通貨の流通域内の口座間でまたは参照通貨の流通域内の非居住者であ

る当事者に参照通貨を送金すること。 

(e)規定通貨におけるその対象となるヘッジの価値を効果的に認識すること。 

(ⅱ)参照通貨の流通域内における政府その他の当局が、本外国指標連動証券に

関するポジションをヘッジするNEFの能力に重大な影響を与えるかまたはかかる

ヘッジを解消させる可能性があると計算代理人が誠実に判断する資本的な規制

を課す予定があることを公表したこと。 

参照通貨および規定通貨がいずれも日本円の場合、通貨関連障害に係る規定は

適用されないものとする。 

「当初評価日」とは、  2013年４月17日をいう。 

  日経・JPX金レバレッジ指数連動債の場合： 

償還価額を算出するために使用される日経・JPX金レバレッジ指数の決定にあた

り、かかる日が予定取引所営業日ではないかまたは障害日の場合、計算代理人

は、その単独かつ完全な裁量により、かかる日の直前に情報配信ソースに最後

に表示された日経・JPX金レバレッジ指数を用いて、当初評価日における償還価

額を決定するものとする。 
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  日経・JPX金インバース指数連動債の場合： 

償還価額を算出するために使用される日経・JPX金インバース指数の決定にあた

り、かかる日が予定取引所営業日ではないかまたは障害日の場合、計算代理人

は、その単独かつ完全な裁量により、かかる日の直前に情報配信ソースに最後

に表示された日経・JPX金インバース指数を用いて、当初評価日における償還価

額を決定するものとする。 

  日経・JPX原油レバレッジ指数連動債３の場合： 

償還価額を算出するために使用される日経・JPX原油レバレッジ指数の決定にあ

たり、かかる日が予定取引所営業日ではないかまたは障害日の場合、計算代理

人は、その単独かつ完全な裁量により、かかる日の直前に情報配信ソースに最

後に表示された日経・JPX原油レバレッジ指数を用いて、当初評価日における償

還価額を決定するものとする。 

  日経・JPX原油インバース指数連動債の場合： 

償還価額を算出するために使用される日経・JPX原油インバース指数の決定にあ

たり、かかる日が予定取引所営業日ではないかまたは障害日の場合、計算代理

人は、その単独かつ完全な裁量により、かかる日の直前に情報配信ソースに最

後に表示された日経・JPX原油インバース指数を用いて、当初評価日における償

還価額を決定するものとする。 

「取引所営業日」とは、  本取引所または関連取引所が予定終了時刻よりも早く終了するか否かにかかわ

らず、それぞれの通常の取引時間において取引が行われるために本取引所およ

び関連取引所が営業を行っている予定取引所営業日をいう。 

「取引日」とは、  2013年４月２日（ただし、日経・JPX原油レバレッジ指数連動債３の場合は2020

年５月11日）をいう。 

「評価時刻」とは、  本取引所における予定終了時刻をいう。ただし、本取引所が予定終了時刻より

早く終了した場合、評価時刻は実際の終了時刻とする。 

「ヘッジ・カウンター 

 パーティー」とは、 

 NEFの関連会社、関係会社もしくはNEFが支配する会社、またはNEFもしくはその

関連会社もしくはノミニーがそれを通じてヘッジ取引を締結している会社を含

む（ただし、これらに限られない）あらゆる法域の当事者をいう。 

「ヘッジコストの増加」 

とは、 

 NEFおよび／またはその関連会社が、(ⅰ)本外国指標連動証券の発行および本外

国指標連動証券に基づく義務の履行に係る株価もしくはその他の価格に関する

NEFのリスクをヘッジするために必要と判断した取引もしくは資産の取得、設

定、再設定、代替、維持、解約もしくは処分を行うため、または(ⅱ)かかる取

引もしくは資産からの収益の実現、回収もしくは送金を行うために（取引日現

在の状況と比較して）著しく増加した租税、賦課金、費用または手数料（仲介

手数料を除く。）を負担する場合をいう。ただし、かかる著しい増加額が、NEF

および／またはその関連会社の信用力の低下のみに起因する場合、ヘッジコス

トの増加とはみなされない。 

「ヘッジ障害」とは、  NEFおよび／またはその関連会社が商業上合理的な努力を行ったにもかかわら

ず、(ⅰ)本外国指標連動証券の発行および本外国指標連動証券に基づく義務の

履行に係る株価もしくはその他の価格に関するNEFのリスクをヘッジするために

必要と判断した取引もしくは資産の取得、設定、再設定、代替、維持、解約も

しくは処分を行うことが不可能である場合、または(ⅱ)かかる取引もしくは資

産からの収益の実現、回収もしくは送金を行うことが不可能である場合をい

う。 
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「ヘッジ取引」とは、  日経・JPX指数連動債の場合： 

NEF、その関連会社またはノミニーが、本外国指標連動証券に基づくNEFの義務

の負担および履行を個別にまたはポートフォリオベースでヘッジするために行

う(ⅰ)有価証券、オプション、先物、デリバティブもしくは外国為替に関する

ポジションもしくは契約または(ⅱ)その他の商品もしくは取引（その表示方法

を問わない。）の１つまたは複数の購入、売却、締結または維持をいう。 

「ヘッジ・ポジション」 

とは、 

 日経・JPX指数連動債の場合： 

NEFおよび／またはその関連会社が、本外国指標連動証券を個別にまたはポート

フォリオベースでヘッジするために行う(ⅰ)有価証券、オプション、先物、デ

リバティブもしくは外国為替に関するポジションもしくは契約または(ⅱ)その

他の商品もしくは取引（その表示方法を問わない。）の１つまたは複数の購

入、売却、締結または維持をいう。 

「法令変更」とは、  取引日以降、(ⅰ)適用法令（税法を含むが、これらに限られない。）の採択も

しくは変更により、または(ⅱ)正当な管轄権を有する裁判所、法廷もしくは規

制当局による適用法令の解釈の公表もしくは変更（税務当局が講じた一切の措

置を含む。）により、計算代理人が、(a)NEFおよび／もしくはその関連会社が

ヘッジ・ポジションを維持、取得もしくは処分することが違法となったか、ま

たは(b)本外国指標連動証券に基づく義務を履行するためにNEFおよび／もしく

はその関連会社が負担する費用が著しく増加することになる（NEFおよび／もし

くはその関連会社の租税債務の増加、税制上の優遇措置の減少もしくは課税状

況に不利なその他の影響による場合を含むが、これらに限られない。）と判断

する場合をいう。 

「本指数」とは、  日経・JPX金レバレッジ指数連動債の場合： 

日経・JPX金レバレッジ指数（Nikkei-JPX Leveraged Gold Index）をいう。 

日経・JPX金インバース指数連動債の場合： 

日経・JPX金インバース指数（Nikkei-JPX Inverse Gold Index）をいう。 

日経・JPX原油レバレッジ指数連動債３の場合： 

日経・JPX原油レバレッジ指数（Nikkei-JPX Leveraged Crude Oil Index）をい

う。 

日経・JPX原油インバース指数連動債の場合： 

日経・JPX原油インバース指数（Nikkei-JPX Inverse Crude Oil Index）をい

う。 

「本取引所」とは、  日経・JPX金レバレッジ指数連動債および日経・JPX金インバース指数連動債の

場合： 

株式会社大阪取引所をいい、その承継取引所を含むものとする。 

  日経・JPX原油レバレッジ指数連動債３および日経・JPX原油インバース指数連

動債の場合： 

株式会社東京商品取引所をいい、その承継取引所を含むものとする。 

「予定取引所営業日」 

とは、 

 本取引所および関連取引所のいずれもが通常取引時間での取引を行う予定の日

をいう。 

「予定終了時刻」とは、  本取引所または関連取引所および予定取引所営業日に関し、かかる予定取引所

営業日の本取引所または関連取引所の平日の予定終了時刻をいう。時間外また

は通常時間外の他の取引は考慮しない。 

「CRUDE OILIN[t]」または 

「日経・JPX原油イン 

 バース指数」とは、 

 ブルームバーグの「NTCS11IV」のページまたは計算代理人が決定する後継もし

くは代替のページもしくは情報配信ソースに表示される、いずれかの日の日

経・JPX原油インバース指数の終値をいう。 

「CRUDE OILIN[0]」とは、  当初評価日における日経・JPX原油インバース指数をいう。 
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「CRUDE OILLV[t]」または 

「日経・JPX原油レバレッジ 

 指数」とは、 

 ブルームバーグの「NTCS11LV」のページまたは計算代理人が決定する後継もし

くは代替のページもしくは情報配信ソースに表示される、いずれかの日の日

経・JPX原油レバレッジ指数の終値をいう。 

「CRUDE OILLV[0]」とは、  当初評価日における日経・JPX原油レバレッジ指数をいう。 

「GOLDIN[t]」または 

「日経・JPX金インバース 

 指数」とは、 

 ブルームバーグの「NTCCS4IV」のページまたは計算代理人が決定する後継もし

くは代替のページもしくは情報配信ソースに表示される、いずれかの日の日

経・JPX金インバース指数の終値をいう。 

「GOLDIN[0]」とは、  当初評価日における日経・JPX金インバース指数をいう。 

「GOLDLV[t]」または 

「日経・JPX金レバレッジ 

 指数」とは、 

 ブルームバーグの「NTCCS4LV」のページまたは計算代理人が決定する後継もし

くは代替のページもしくは情報配信ソースに表示される、いずれかの日の日

経・JPX金レバレッジ指数の終値をいう。 

「GOLDLV[0]」とは、  当初評価日における日経・JPX金レバレッジ指数をいう。 

「ILt」または「償還価額」とは、  当初評価日（当日を含む。）から最終評価日（当日を含む。）までの期間のい

ずれかの暦日（t）において、以下の算式により計算代理人が決定する値をい

う。 

  日経・JPX金レバレッジ指数連動債の場合： 

  
ILt = ILt-1 × 

(GOLDLV[t]) 
× (1 - 管理費用 × 

1 
) 

(GOLDLV[t-1]) 365 

   

  日経・JPX金インバース指数連動債の場合： 

  
ILt = ILt-1 × 

(GOLDIN[t]) 
× (1 - 管理費用 × 

1 
) 

(GOLDIN[t-1]) 365 

   

  日経・JPX原油レバレッジ指数連動債３の場合： 

  
ILt = ILt-1 × 

(CRUDE OILLV[t]) 
× (1 - 管理費用 × 

1 
) 

(CRUDE OILLV[t-1]) 365 

   

  日経・JPX原油インバース指数連動債の場合： 

  
ILt = ILt-1 × 

(CRUDE OILIN[t]) 
× (1 - 管理費用 × 

1 
) 

(CRUDE OILIN[t-1]) 365 

「IL0」とは、  100をいう。 

「t」とは、  当初評価日（当日を含む。）から最終評価日（当日を含む。）までの連続する

各暦日の数字を表し、当初評価日の場合には０を意味し、当初評価日後の第１

暦日目の日の場合には１を意味し、第２暦日目の日の場合には２を意味し、以

降同様とする。 

 

(d) 本指数の調整 

(イ)承継指数 

本指数が(ⅰ)インデックス・スポンサーにより算出および公表されないが、計算代理人に受入

れ可能な後継のスポンサーにより算出および公表される場合または(ⅱ)本指数の計算に用いられ

るものと同一もしくは実質的に同様であると計算代理人が判断する算式および計算方法を用いて

承継の指数に置き換えられる場合、かかる指数（以下「承継指数」という。）は本指数とみなさ

れる。 

(ロ)調整事由 

(ⅰ)インデックス・スポンサーが本指数の算式もしくは計算方法につき著しい変更を行う旨を

公表するかもしくはその他の方法により本指数を著しく修正する場合（構成銘柄および資本構成
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ならびにその他の慣例的事由に変更が生じた場合に本指数を維持するために行われる算式もしく

は方法の修正を除き、以下「本指数の修正」という。）、もしくは本指数を恒久的に取消し、承

継指数が存在しない場合（以下「本指数の取消し」という。）、(ⅱ)インデックス・スポンサー

が本指数の算出および公表を行わない場合（本指数の修正および本指数の取消しとあわせて以下

「指数調整事由」という。）、または(ⅲ) 計算代理人が、その単独の裁量により、法令変更、

ヘッジ障害、ヘッジコストの増加もしくは通貨関連障害（以下それぞれを「追加障害事由」とい

う。）が生じたと判断した場合、NEFは、その単独の裁量により、下記(あ)または(い)に記載す

る行為を行うことができる。 

(あ) 計算代理人に対して、償還金額および／または本外国指標連動証券のその他の条件につ

いて、調整事由（以下に定義する。）に対応するための相応な調整（もしあれば）を行い、

かかる調整の発効日を決定するように要求する。 

(い) 下記「９ 通知」に従い本外国指標連動証券の所持人に対して通知を行うことにより、本

外国指標連動証券を償還する。本外国指標連動証券が償還される場合、NEFは、下記「９ 

通知」に従い本外国指標連動証券の所持人に対して通知された日に、各本外国指標連動証

券の所持人に対して期限前償還金額（下記「(f) 税制変更による繰上償還」に定義する。）

を支払うものとする。 

「調整事由」とは、指数調整事由または追加障害事由をいう。 

(ハ)指数の訂正 

インデックス・スポンサーにより公表され、本外国指標連動証券に関する何らかの計算または

判定に用いられた指数の水準が、その後訂正され、本指数の水準に関連して決定された金額およ

び／または利率の訂正を要する場合であって、その本指数の水準の訂正が当初の公表日から１取

引所営業日以内にインデックス・スポンサーによって公表された場合（ただし、いかなる状況に

おいても関連する支払期日以前に限る。）、計算代理人は、(ⅰ)かかる訂正、(ⅱ)計算代理人に

より算出されるかかる訂正により発生する支払額および(ⅲ)かかる訂正により生じる本外国指標

連動証券の条件への必要な範囲内の調整を、かかる訂正が公表された後可及的速やかにNEFおよ

び代理人に通知するものとする。 

 

＜免責事項＞ 

日経・JPX金レバレッジ指数連動債および日経・JPX金インバース指数連動債の場合： 

１．本指数は、株式会社日本経済新聞社および株式会社大阪取引所によって独自に開発された

手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社および株式会社大阪取

引所は、本指数自体および本指数を算定する手法、さらには、本指数の算定の基礎になる

原指数に対して、著作権その他一切の知的財産権を有している。 

２．「日経」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社

に帰属している。 

３．「JPX」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本取引所グルー

プに帰属しており、株式会社大阪取引所は株式会社日本取引所グループから利用許諾を受

けている。 

４．本指数を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社、

株式会社日本取引所グループおよび株式会社大阪取引所に帰属している。 

５．本外国指標連動証券は、NEFの責任・信用力のもとで発行・償還されるものであり、株式会

社日本経済新聞社および株式会社大阪取引所は、その発行・償還および受益証券発行信託

の組成・取引に関して、一切の責任を負わない。 
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６．株式会社日本経済新聞社および株式会社大阪取引所は、本指数および原指数を継続的に公

表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に関して、責任を負わない。 

７．株式会社日本経済新聞社および株式会社大阪取引所は、本指数および原指数の計算方法な

ど、その内容を変える権利および公表を停止する権利を有している。 

 

日経・JPX原油レバレッジ指数連動債３および日経・JPX原油インバース指数連動債の場合： 

１．本指数は、株式会社日本経済新聞社および株式会社東京商品取引所によって独自に開発さ

れた手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社および株式会社東

京商品取引所は、本指数自体および本指数を算定する手法、さらには、本指数の算定の基

礎になる原指数に対して、著作権その他一切の知的財産権を有している。 

２．「日経」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社

に帰属している。 

３．「JPX」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本取引所グルー

プに帰属しており、株式会社東京商品取引所は株式会社日本取引所グループから利用許諾

を受けている。 

４．本指数を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社、

株式会社日本取引所グループおよび株式会社東京商品取引所に帰属している。 

５．本外国指標連動証券は、NEFの責任・信用力のもとで発行・償還されるものであり、株式会

社日本経済新聞社および株式会社東京商品取引所は、その発行・償還および受益証券発行

信託の組成・取引に関して、一切の責任を負わない。 

６．株式会社日本経済新聞社および株式会社東京商品取引所は、本指数および原指数を継続的

に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に関して、責任を負わ

ない。 

７．株式会社日本経済新聞社および株式会社東京商品取引所は、本指数および原指数の計算方

法など、その内容を変える権利および公表を停止する権利を有している。 

 

(e) 本外国指標連動証券の所持人の選択による償還 

本外国指標連動証券の所持人が、下記「９ 通知」に従い、所持人の選択による償還日（以下に

定義する。）に先立つ15日以上30日以内の事前の通知をNEFに対して行った場合、NEFは、所持人の

選択による償還日に、本外国指標連動証券を所持人の選択による償還額（以下に定義する。）によ

り償還しなければならない。ただし、かかる本外国指標連動証券の所持人による償還請求は、日

経・JPX原油レバレッジ指数連動債３を除く日経・JPX指数連動債の場合、額面金額２億円以上１万

円単位、日経・JPX原油レバレッジ指数連動債３の場合、額面金額200万円以上100円単位の本外国

指標連動証券に関するものに限り、行うことができる。 

「所持人の選択による償還日」とは、発行日（当日を含む。）から満期償還日（当日を含まな

い。）までの、各営業日をいう。本外国指標連動証券の額面金額当たりの「所持人の選択による償

還額」とは、計算代理人がその単独の裁量により商業上合理的な方法で決定する、通知がなされた

日現在の本外国指標連動証券の額面金額の公正な経済価値に相当する金額から、NEFが負担した対

象となる関連ヘッジ取引の解消に係る費用を控除した円貨額をいう。 

本外国指標連動証券の所持人による上記の通知は、取消不能とする。ただし、所持人の選択に

よる償還日より前に債務不履行事由（下記「６ 債務不履行事由」に定義する。）が発生し、かつ

継続している場合、本外国指標連動証券の所持人は、NEFに通知することにより、上記の通知を取
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り消すことができ、下記「６ 債務不履行事由」に従い本外国指標連動証券の期限の利益を喪失さ

せ、直ちに支払われるべき旨を宣言することを選択することができる。 

 

(f) 税制変更による繰上償還 

NEFは、下記の場合において、その選択により随時、下記「９ 通知」に従い30日以上60日以内

の（取消不能の）通知を本外国指標連動証券の所持人に対して行うことにより本外国指標連動証

券の全部（一部は不可）を償還することができる。 

(ⅰ) NEF（または保証状（下記「４ 本外国指標連動証券の地位および保証 (b) 本外国指標連動

証券の保証」に定義する。）に基づく支払が要求された場合には保証会社）が、本外国指標連

動証券の当初の発行日以後に効力が発生する、オランダもしくは（場合により）日本もしくは

その行政区画もしくは課税当局（日経・JPX原油レバレッジ指数連動債３の場合には、当該課税

管轄（下記「８ 課税上の取扱い」に定義する。））の法律もしくは規則の変更もしくは修正に

より、またはかかる法律もしくは規則の適用もしくは公的な解釈の変更により、本外国指標連

動証券に基づく次回の支払期日において、（日経・JPX原油レバレッジ指数連動債３の場合には、

本外国指標連動証券に基づく次回の支払期日において、本外国指標連動証券に基づく支払から

徴収または控除されることが要求される金額に関し、）下記「８ 課税上の取扱い」に規定する

追加額の支払義務が生じたかもしくは生じうる場合、または（日経・JPX原油レバレッジ指数連

動債３を除く日経・JPX指数連動債の場合には）それぞれの場合において当該支払に関する金額

をオランダもしくは（場合により）日本の課税当局に報告する義務が生じたかもしくは生じう

る場合であり、 

(ⅱ) NEF（または保証会社）が利用可能な合理的な手段を講じることによっても、かかる義務を

回避することができない場合。 

ただし、かかる償還の通知は、本外国指標連動証券（または場合により保証状）について支払

期限が到来した場合、NEF（または保証会社）のかかる追加額の支払義務または（日経・JPX原油

レバレッジ指数連動債３を除く日経・JPX指数連動債の場合には）上述の課税当局に対し報告義務

のある支払を行う義務が生じる最初の日の90日以前は行われないものとする。 

本号に基づく償還の通知に先立ち、NEFは代理人に対し、（日経・JPX原油レバレッジ指数連動

債３の場合には、その所定の事務所において本外国指標連動証券の所持人の閲覧に供するため、）

NEFがかかる償還を行う権利を有している旨およびNEFが償還を行う権利の前提条件を示す事実が

発生した旨を記載した、NEFの取締役１名（または保証会社の代表執行役）の署名ある証明書、お

よびNEF（または保証会社）が、かかる変更または修正によりかかる追加額の支払義務または（日

経・JPX原油レバレッジ指数連動債３を除く日経・JPX指数連動債の場合には）上述の課税当局に

対する報告義務を負っており、または今後負うこととなる旨の定評ある独立の法律顧問による法

律意見書を交付する。 

本号に従い償還される各本外国指標連動証券は、期限前償還金額により償還される。「期限前

償還金額」とは、計算代理人が本指数の動向および必要とみなすその他の要素を考慮し、誠実に

かつ商業上合理的な方法で決定する各本外国指標連動証券の公正な市場価格と等しい金額から、

かかる期限前償還に関連してNEFが負担した対象となる関連ヘッジ取引の解消に係る費用を含む

（ただし、これらに限られない。）費用を控除した金額をいう。 

上記「(b) 早期償還」、上記「(e) 本外国指標連動証券の所持人の選択による償還」、本号、

次号および下記「６ 債務不履行事由」に別段の定めがある場合を除き、本外国指標連動証券を満

期償還日より前に償還することはできない。 
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(g) 規制事由による償還 

NEFは、適用ある法令または規則の変更の結果、本外国指標連動証券が未償還であることのみを

理由として、NEFが追加的な法域もしくは規制当局の規制に服することを要求された場合、または

NEFが重大な負担になるとみなす追加的な法律要件もしくは規制に服することとなった、もしくは

今後服することとなる場合、その選択により随時、下記「９ 通知」に従い30日以上60日以内の

（取消不能の）通知を本外国指標連動証券の所持人に対して行うことにより本外国指標連動証券

の全部（一部は不可）を償還することができる。 

本号に従い償還される各本外国指標連動証券は、期限前償還金額により償還される。 

 

(h) 買入 

NEF、保証会社またはその子会社（以下に定義する。）は随時、公開市場におけるか否かを問わ

ず、いかなる価格でも本外国指標連動証券を買い入れることができる。かかる本外国指標連動証

券は、保有、再発行、再売買し、またはNEFの選択により、支払代理人（下記「12 その他 (3) 

代理契約」に定義する。）に消却のために提出することができる。 

本号において、「子会社」とは、NEFまたは保証会社の子会社（1985年会社法第736条に定義さ

れる。）を意味する。 

 

(i) 消却 

償還された全ての本外国指標連動証券は直ちに消却される。このように消却された全ての本外

国指標連動証券および上記「(h) 買入」に従って買入消却された本外国指標連動証券は代理人に

交付され、これを再発行または再売却することはできない。本外国指標連動証券の要項で消却

（償還時を除く。）が要求される恒久大券により表章される本外国指標連動証券の消却は、当該

恒久大券の額面金額の減少により有効となる。 

 

３ 支払 

(a) 支払に関する一般規定 

支払は、あらゆる場合において、(ⅰ)支払の場所において適用ある財務もしくはその他の法律お

よび規則ならびに(ⅱ)1986年合衆国内国歳入法（以下「内国歳入法」という。）第871(m)条に従い

要求される源泉徴収もしくは控除（以下、日経・JPX原油レバレッジ指数連動債３の場合には、

「第871(m)条源泉徴収」という。）もしくは内国歳入法第1471(b)条に記載の契約に従い要求され

る源泉徴収もしくは控除、または内国歳入法第1471条から第1474条までの規定、かかる条項に基づ

く規則もしくは合意、かかる条項の公的な解釈もしくはかかる条項に関する政府間の提案を施行す

る法律に従って課される源泉徴収もしくは控除に服するが、下記「８ 課税上の取扱い」の規定を

妨げないものとする。さらに、日経・JPX原油レバレッジ指数連動債３の場合には、NEFは、本外国

指標連動証券について支払われる金額に関して課される第871(m)条源泉徴収の金額を決定する際に、

いかなる「配当同等物」（内国歳入法第871(m)条において定義される。）も、適用ある法令に基づ

いて可能となるかかる源泉徴収からの免除または源泉徴収の減額にかかわらず、かかる支払に適用

されうる最も高い税率にて、源泉徴収することができるものとする。 

大券の所持人は、当該大券により表章された本外国指標連動証券に関する支払を受けることので

きる唯一の者であり、NEFおよび保証会社は、当該大券の所持人に対しまたは当該所持人の指図に

従い支払をなすことにより、そのように支払われた各金額について免責される。ユーロクリア・バ

ンク・エス・エー／エヌ・ブイ（以下「ユーロクリア」という。）またはクリアストリーム・バン

キング・エス・エー（以下「クリアストリーム・ルクセンブルク」という。）の名簿に当該大券に
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より表章された本外国指標連動証券の一定の額面金額の実質的な所持人として記載されている者は、

当該大券の所持人に対しまたは当該所持人の指図に従いNEFまたは保証会社が支払った各金額に関

するかかる所持人の持分について、ユーロクリアおよび／または（場合により）クリアストリー

ム・ルクセンブルクに対してのみ支払を請求するものとする。当該大券の所持人以外の者は、当該

大券に関する支払についてNEFまたは保証会社に対する請求権を有しない。 

 

(b) 支払日 

本外国指標連動証券に関する金員の支払期日が、支払日（以下に定義する。）以外の日にあたる

場合には、当該本外国指標連動証券の所持人は当該場所における翌支払日まで支払を受けることが

できず、かつ、かかる支払の繰延に関して、追加利息その他の金員の支払を受けることができない。

本号において、「支払日」とは、東京およびロンドンにおいて、商業銀行および外国為替市場が、

支払の決済を行い、通常の業務（外国為替取引および外貨預金取引を含む。）を営んでいる日（日

経・JPX原油レバレッジ指数連動債３の場合には、土曜日および日曜日を除く。）をいう。 

 

(c) 元本および利息の解釈 

「本外国指標連動証券の概要」において、本外国指標連動証券に関する元本には、場合により、

以下のものを含むものとみなす。 

(ⅰ)下記「８ 課税上の取扱い」に基づき、元本に関し支払われることのある追加額。 

(ⅱ)本外国指標連動証券の満期償還額。 

(ⅲ)本外国指標連動証券の期限前償還金額。 

(ⅳ)本外国指標連動証券の所持人の選択による償還額。 

 

４ 本外国指標連動証券の地位および保証 

(a) 本外国指標連動証券の地位 

本外国指標連動証券は、NEFの直接、無条件、非劣後かつ（下記「５ 担保提供制限」に従い）無

担保の債務であり、本外国指標連動証券相互の間において優先または劣後することなく、同順位で

あり、（下記「５ 担保提供制限」に従い、また法律上優先権が認められる一定の債務を除き）NEF

のその時々において残存する現在および将来の他の一切の無担保の非劣後債務と、少なくとも同順

位である。 

 

(b) 本外国指標連動証券の保証 

本外国指標連動証券に関するNEFの支払および交付義務は、2011年７月29日付保証状（ただし、

日経・JPX原油レバレッジ指数連動債３の場合は2019年７月19日付保証状）（以下「保証状」とい

う。）により保証会社が無条件かつ取消不能の形で保証する。保証状に基づく保証会社の債務は、

保証会社の直接、無条件、非劣後かつ（下記「５ 担保提供制限」に従い）無担保の債務であり、

また、（下記「５ 担保提供制限」に従い、また国税および地方税に関する債務およびその他法律

により定められた例外は除き）保証会社の現在および将来の他の一切の無担保の非劣後債務と、少

なくとも同順位である。 

 

５ 担保提供制限 

(a) NEFの担保提供制限 

NEFは、未償還残存（代理契約（下記「12 その他 (3) 代理契約」に定義する。）に定義され

る。）の本外国指標連動証券が存在する限り、NEF自身の債務（以下に定義する。）、または第三
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者の債務について現在もしくは将来の債権者の利益のために行う保証もしくは補償に係る義務を担

保するために、NEFの現在または将来のいかなる事業、資産または収入の全部または一部に対して

も、いかなる抵当権、先取特権、質権その他の担保権も設定せず、また存続させないものとする。

ただし、同時に、当該債務または（場合により）保証もしくは補償と少なくとも同順位かつ同等の

比率をもって本外国指標連動証券も担保される場合、または社債権者集会の特別決議（代理契約に

定義される。）により承認された他の担保もしくは保証が本外国指標連動証券のために提供される

場合は、この限りでない。本項において「債務」とは、満期まで１年を超える期間がある有価証券

上の債務で、かつオランダもしくはその他の地域における証券取引所、店頭登録市場もしくはその

他の有価証券市場で相場が立ち、上場され、通常取引または売買されているか、その予定であるも

のを意味する。 

 

(b) 保証会社の担保提供制限 

保証会社が保証する本外国指標連動証券に未償還残存のものが存在する限り、保証会社は、いか

なる証券（以下に定義する。）の所持人のためにも、(ⅰ)当該証券がその要項により円貨以外の通

貨で支払われるかもしくは円貨以外の通貨で支払を受ける権利を与えるものである場合、または当

該証券が円貨で表示され、かつその元本総額の50％超が保証会社もしくは（保証会社でない場合は）

NEFにより、もしくはその授権に基づいて、当初日本国外で分売される場合であり、かつ(ⅱ)当該

証券が日本国外の証券取引所、店頭登録市場その他の有価証券市場で相場が立ち、上場され、通常

取引もしくは売買されているか、その予定である場合には、①かかる証券に関する支払、②かかる

証券の保証に基づく支払、または③かかる証券に関する補償もしくはその他の債務に基づく支払を

担保するために、保証会社の現在または将来のいかなる財産、資産または収入の全部または一部に

対しても、いかなる抵当権、先取特権、質権その他の担保権も設定せず、また存続を認めないこと

を保証する。ただし、上記のいずれの場合においても、保証状に基づき、同時に、当該証券、保証、

補償もしくはその他類似の債務に関し提供されるか、または残存する担保と同じ担保もしくは社債

権者集会の特別決議により承認された他の担保もしくは保証が、本外国指標連動証券のために提供

される場合は、この限りではない。 

本項において、「証券」とは、発行時から１年を超える期間を有するNEFもしくは保証会社また

はその他の者の社債、ディベンチャー、ノートその他類似の投資証券を意味する。 

 

６ 債務不履行事由 

下記の事由（以下「債務不履行事由」という。）のいずれかが発生し、かつその事由が継続して

いる場合には、各本外国指標連動証券の所持人は、NEFおよび保証会社に対し書面による通知を行う

ことにより（代理人に対しては単に情報を提供する目的でその写しを送付する。）、当該本外国指

標連動証券の所持人が有する本外国指標連動証券につき期限の利益を喪失し、直ちに支払われるべ

き旨を宣言することができ、これにより当該本外国指標連動証券は、呈示、要求、申立その他一切

の通知を要せず期限前償還金額で直ちに償還されるものとする。ただし、NEFおよび保証会社がかか

る通知を受領する前に当該債務不履行事由が治癒された場合はこの限りでない。 

(a) 本外国指標連動証券の元本の償還または本外国指標連動証券に関する証券の交付につき、７日

を超える遅滞があった場合。 

(b) NEFまたは保証会社が、本外国指標連動証券もしくは保証状（もしあれば）に定められるNEFも

しくは（場合により）保証会社の他の約束もしくは約定、または代理契約に定められる本外国指

標連動証券の所持人のための約束もしくは約定の履行または遵守を怠り、かつ、いずれの場合に

おいても、NEFまたは（場合により）保証会社が当該不履行を治癒することを要求する本外国指標
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連動証券の所持人からの書面による通知が（直接であるか代理人を通じてであるかを問わず）NEF

および保証会社に対し交付された後30日間継続した場合。 

(c) 残存元本総額が1,000万米ドル（他の通貨の場合は同額相当）以上のNEFもしくは保証会社の本

外国指標連動証券以外の借入金債務が不履行により期限の利益を喪失した場合、もしくはNEFもし

くは保証会社がかかる債務につき満期においてもしくは適用ある支払猶予期間が経過してもなお

弁済を怠っている場合（もしくはかかる債務が要求払の場合、支払要求の後３営業日、もしくは

これより長期の適用ある支払猶予期間が経過してもなお弁済を怠っている場合）、または現存す

る元本もしくは元本総額が1,000万米ドル（他の通貨の場合は同額相当）以上の第三者の借入金債

務についてNEFもしくは保証会社が付与した保証もしくは補償の履行期が到来し、適用ある支払猶

予期間の経過後履行の請求を受けたにもかかわらず履行されない場合。 

(d) 所在地において管轄権を有する裁判所が、オランダもしくは（場合により）日本において適用

ある破産、支払不能もしくは会社更生に関する法律に基づき、NEFもしくは保証会社の破産もしく

は支払不能を認める決定もしくは命令を下した場合、もしくはNEFもしくは保証会社の会社更生を

求める申立が適正になされたものと認めた場合で、かつ当該決定もしくは命令が継続する60日間

解除もしくは停止されない場合、または、所在地において管轄権を有する裁判所が、オランダも

しくは（場合により）日本において適用ある破産、支払不能もしくは会社更生に関する法律に基

づき、NEFもしくは保証会社の破産もしくは会社更生に関してもしくはその財産の全部もしくは実

質的に全部についてもしくはその解散もしくは清算の事由について管財人、清算人、受託者もし

くは譲受人を選任する決定もしくは命令を下した場合で、かつ当該決定もしくは命令が継続する

60日間解除もしくは停止されない場合。 

(e) NEFまたは保証会社が、オランダもしくは（場合により）日本において適用ある破産法もしくは

会社更生法に基づき自己破産を申立てた場合、NEFもしくは保証会社に対する破産の申立に同意し

た場合、支払猶予（NEFに関してのみ）、会社更生もしくは債務整理を求める申立、答弁もしくは

同意を行った場合、もしくはNEFもしくは保証会社もしくはそれらの財産の全部もしくは実質的に

全部について破産もしくは会社更生の管財人、清算人、受託者もしくは譲受人を選任することに

同意した場合、もしくはそれらの債権者に対して債権譲渡を行い、債務整理を申入れ、もしくは

書面により履行期にある債務の支払ができないことを認めた場合、またはNEFもしくは保証会社が

上記の目的のいずれかを達成するための法人活動を行った場合。 

(f) 社債権者集会の特別決議によりその条件が承認された新設合併、事業結合、吸収合併もしくは

事業再編成を目的としもしくはこれに基づく場合、または存続会社がそれぞれ本外国指標連動証

券もしくは保証状に基づくNEFもしくは保証会社の債務の一切を有効に引き受けることとなる新設

合併、事業結合、吸収合併もしくは事業再編成を目的としもしくはこれに基づく場合を除き、NEF

または保証会社がその営業の全部もしくは実質的に全部を停止し、またはその資産の全部もしく

は実質的に全部を処分した場合。ただし、保証会社については、保証会社を持株会社とする事業

再編成または保証会社を持株会社の傘下に置く事業再編成の場合で、その結果保証会社が営業の

全部もしくは実質的に全部を停止し、またはその資産の全部もしくは実質的に全部を処分するこ

ととなっても、本項は適用されないものとする。 

(g) 理由の如何を問わず、保証状（上記(f)に言及される事業再編成後の承継者たる保証会社によっ

て調印がなされた保証状を含む。）が完全な効力を生じない（または保証会社がその旨主張する）

場合。 

上記(c)に関して、米ドル以外の通貨による借入金債務は、期限の利益を喪失したか、または（場

合により）当該債務不履行事由が発生した日（ロンドン時間）において、代理人が指定した主要銀

行により表示されるロンドンにおける米ドル買いに対する当該通貨の売りのための直物相場で換算
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するものとする（ただし、理由の如何を問わず、当日にかかるレートを得られない場合は、その後

に最も早く入手可能な日におけるレートによる。）。 

 

７ 社債権者集会、変更および権利放棄 

代理契約は、本外国指標連動証券および代理契約の一定の条項を特別決議により修正することを

承認することを含む、本外国指標連動証券の所持人の利益に影響を与える事項について審議するた

めに社債権者集会を招集することについて、定めている。 

NEF、（場合により）保証会社または本外国指標連動証券の元本残高の10分の１以上を有する本外

国指標連動証券の所持人は、社債権者集会を招集することができる。特別決議を採択するための社

債権者集会の定足数は、本外国指標連動証券の元本残高の過半を保有または代表する１名以上の者、

その延会においては、保有または代表される本外国指標連動証券の元本金額の如何にかかわらず、

本外国指標連動証券の所持人本人またはその代理人１名以上の者とする。ただし、本外国指標連動

証券の規定の修正（本外国指標連動証券の償還日の修正、本外国指標連動証券の元本の減額もしく

は取消、交換条項付社債もしくはエクイティ・リンク償還条項付社債の償還に関する資産（もしあ

れば）の交付に係る規定の変更、もしくは本外国指標連動証券の支払通貨を変更する場合を含

む。）、または代理契約の一定の条項の修正を議題とする集会においては、特別決議を採択するた

めに必要な定足数は、３分の２以上を保有または代表する１名以上の者、その延会においては、本

外国指標連動証券の元本残高の３分の１以上を保有または代表する１名以上の者とする。（日経・

JPX原油レバレッジ指数連動債３の場合、代理契約は、(ⅰ)代理契約に従って招集および開催された

集会において、当該決議に投じられた議決権の４分の３以上の過半で採択された決議、(ⅱ)本外国

指標連動証券の元本残高の額面金額４分の３以上を保有する者によりまたはかかる者に代わって署

名された書面による決議、または(ⅲ)本外国指標連動証券の元本残高の額面金額４分の３以上を保

有する者によりまたはかかる者に代わって（代理人が満足する様式で）関連する決済システムを通

じて電子的同意により与えられた同意は、いずれの場合も、本外国指標連動証券の所持人の特別決

議として効力を有することを規定する。）社債権者集会で採択された特別決議は、出席の有無にか

かわらず本外国指標連動証券の所持人の全てを拘束する。 

代理人、NEFおよび保証会社は、本外国指標連動証券の所持人の同意を得ることなく、以下につい

て合意することができる。 

(a) （NEFおよび保証会社の意見において）本外国指標連動証券の所持人の利益に重要な影響のない

本外国指標連動証券、代理契約、ディード・オブ・コベナントおよび／または保証状の条項の修

正（上記に述べた場合を除く。）（本外国指標連動証券の所持人の個別の状況または特定の法域

における調整による課税もしくはその他の結果は勘案しない。）。 

(b) 本外国指標連動証券、代理契約、ディード・オブ・コベナントおよび／または保証状について

の（NEFおよび保証会社の意見において）形式的、軽微もしくは技術的な修正、または明白な誤記

の訂正もしくは適用ある法令の強行規定に従うための訂正。 

かかる修正は、本外国指標連動証券の所持人の全てを拘束する。また、かかる修正後は、下記

「９ 通知」に従い本外国指標連動証券の所持人に可及的速やかにその旨通知される。 

 

８ 課税上の取扱い 

本外国指標連動証券に投資しようとする申込人は、各申込人の状況に応じて、本外国指標連動証

券に投資することによる課税上の取扱いおよびリスクまたは本外国指標連動証券に投資することが

適当か否かについて各自の財務・税務顧問に相談する必要がある。 
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本外国指標連動証券に係るNEFによる支払または保証状に基づく保証会社による支払は全て、オラ

ンダ（NEFの場合）もしくは日本（保証会社の場合）またはそれらの行政区画もしくはそれらの課税

当局もしくはそれらの域内の課税当局（日経・JPX原油レバレッジ指数連動債３の場合には、課税管

轄）によりまたはそれら（日経・JPX原油レバレッジ指数連動債３の場合には、課税管轄）に代わっ

て、現在または将来において課され、賦課され、徴税され、源泉徴収され、課税されるあらゆる性

質の税金、賦課金、公租公課を源泉徴収もしくは控除することなくまたはそれらを理由にすること

なく行われる。ただし、かかる源泉徴収または控除を法により強制される場合を除く。この場合、

NEFまたは（場合により）保証会社は、本外国指標連動証券の所持人がかかる源泉徴収または控除の

後に受領する本外国指標連動証券の元本の純受取額が、かかる源泉徴収または控除がなければ本外

国指標連動証券について受領したであろう金額と等しくなるように必要な追加額を支払うものとす

る。ただし、かかる追加額は以下の本外国指標連動証券に関しては支払われないものとする。 

(ⅰ) 本外国指標連動証券を保有する以外に、(x)NEFによる支払の場合にはオランダと何らかの関連

を有すること、(y)保証状に基づく保証会社による支払の場合には①日本の税法上日本の居住者も

しくは日本法人と扱われ、または②その他日本と関連を有することを理由として、かかる税金、

賦課金、公租公課を負担する本外国指標連動証券の所持人によりまたはかかる者に代わって支払

のために呈示がなされた本外国指標連動証券。 

(ⅱ) 日経・JPX原油レバレッジ指数連動債３を除く日経・JPX指数連動債の場合には、貯蓄所得に対

する課税に関する欧州連合理事会指令2003／48／ECまたは同指令の実施もしくは遵守のための法

律もしくは同指令に適合させるために制定された法律によって、個人に対する支払についてかか

る源泉徴収または控除が課され、かつ要求される場合。 

(ⅲ) 日経・JPX原油レバレッジ指数連動債３を除く日経・JPX指数連動債の場合には、欧州連合の加

盟国内の別の支払代理人に本外国指標連動証券を呈示したならば、かかる源泉徴収または控除を

回避できたであろう本外国指標連動証券の所持人によりまたはかかる者に代わって支払のために

呈示がなされた本外国指標連動証券。 

(ⅳ) 関連日（以下に定義する。）後30日を過ぎて支払のために呈示がなされた本外国指標連動証券

（ただし、本外国指標連動証券の所持人がかかる30日目に支払のためにこれを呈示していたなら

ば受領することができた当該追加額を除く。）。 

(ⅴ) オランダまたは日本において支払のために呈示がなされた本外国指標連動証券。 

(vi) 日経・JPX原油レバレッジ指数連動債３の場合には、(x)内国歳入法第1471(b)条に記載の契約

により、もしくは内国歳入法第1471条から第1474条までの規定、かかる条項に基づく規則もしく

は合意、かかる条項の公的な解釈に従い、または(y)内国歳入法第871(m)条に従い、かかる源泉徴

収または控除が要求される場合。 

日経・JPX原油レバレッジ指数連動債３を除く本外国指標連動証券に係るNEFによる支払または保

証状に基づく保証会社による支払は、あらゆる場合において、内国歳入法第1471(b)条に記載の契約

に従い要求される源泉徴収もしくは控除、または内国歳入法第1471条から第1474条までの規定、か

かる条項に基づく規則もしくは合意、かかる条項の公的な解釈もしくはかかる条項に関する政府間

の提案を施行する法律に従って課される源泉徴収もしくは控除に服する。源泉徴収または控除され

た金額は、本外国指標連動証券に関するあらゆる目的において支払われたものとみなされ、かかる

源泉徴収または控除に関して追加額は支払われない。 

本項において「関連日」とは、当該支払について最初に支払期日が到来した日、または支払われ

るべき金員の全額が当該期日までに代理人により受領されていない場合は、当該金員の全額が受領

され、その旨の通知が下記「９ 通知」に従い本外国指標連動証券の所持人に対してなされた日を意

味し、「課税管轄」とは、NEFまたは（場合により）保証会社による本外国指標連動証券に係る元本
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の払込が一般に服する、オランダもしくはその行政区画もしくは課税当局（NEFによる支払の場合）

または日本もしくはその行政区画もしくは課税当局（保証会社による支払の場合）またはいずれの

場合もそれらのその他の管轄もしくはそれらの行政区画もしくはそれらの課税当局もしくはそれら

の域内の課税当局を意味する。 

 

９ 通知 

本外国指標連動証券に関する全ての通知は、ロンドンで講読される代表的な英語の日刊新聞に掲

載された場合に有効とみなされる。かかる掲載はロンドンのフィナンシャル・タイムズ紙になされ

る予定である。かかる通知は、掲載された日付、または複数回掲載される場合もしくは複数の新聞

紙での掲載を要求される場合には、掲載を要求される全ての新聞紙に最初に掲載された時点での日

付をもって、なされたものとみなされる。 

ユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルクのために大券が全部保管されている限り、

かかる新聞への掲載の方法に代えて、本外国指標連動証券の所持人に対する連絡のためユーロクリ

アおよびクリアストリーム・ルクセンブルクへ通知を交付するという方法をとることができる。か

かる通知は、ユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルクが通知を受領した日に本外国

指標連動証券の所持人になされたものとみなされる。 

本外国指標連動証券の所持人による通知は書面によるものとし、これを関連する本外国指標連動

証券とともに代理人に預託するものとする。大券が各本外国指標連動証券を表章している間も、本

外国指標連動証券の所持人は、代理人およびユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブル

クが認める方法で、ユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルクを通じて代理人にかか

る通知を行うことができる。 

 

10 消滅時効 

本外国指標連動証券は、それぞれの関連日（上記「８ 課税上の取扱い」に定義する。）から元本

の支払および／または資産の交付については10年の期間内に元本に関する請求がなされない場合は

失効する。 

 

11 準拠法および送達代理人の任命 

代理契約、ディード・オブ・コべナント、本外国指標連動証券および保証状（ならびに代理契約、

ディード・オブ・コべナント、保証状および本外国指標連動証券ならびに本外国指標連動証券の発

行および買入に関する一切の契約に起因してまたはこれらに関連して生じる非契約的債務）は英国

法に準拠するものとし、これに従って解釈される。 

NEFおよび保証会社はそれぞれ、本外国指標連動証券の所持人のために、英国の裁判所が本外国指

標連動証券から生じるかまたは本外国指標連動証券に関して生ずるあらゆる紛争（本外国指標連動

証券に起因してまたは本外国指標連動証券に関連して生じる非契約的債務に関する紛争を含む。）

を解決する管轄権を有すること、したがって本外国指標連動証券から生じるかまたは本外国指標連

動証券に関して生じる訴訟または手続（以下「訴訟手続」と総称する。）が英国の裁判所に提起で

きることに、取消不能の形で合意する。 

NEFおよび保証会社は、英国（本書提出日現在、ロンドン市 EC4R 3AB エンジェル・レーン１）に

登録された住所を有するノムラ・インターナショナル・ピーエルシーを英国における訴訟手続に関

する英国における送達代理人に取消不能の形で任命し、同社が送達代理人としての職務の遂行を停

止したときは他の送達代理人を任命する。 
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12 その他 

(1) 代わり券 

本外国指標連動証券が紛失、盗失、毀損、汚損または滅失した場合、代理人の所定の事務所に

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

を提出することを条件として、代わり券を発行することができる。毀損または汚損した本外国指

標連動証券については、代わり券が発行される前にこれを提出しなければならない。 

 

(2) 承継 

(Ⅰ) NEFの承継 

(a) NEFの承継に関する前提条件 

本外国指標連動証券に関連して、NEFは、本外国指標連動証券の所持人の同意なしに、承継債

務会社（下記「(e) 承継債務会社」に定義する。）に代替しまたは承継することができる。た

だし、以下の事項を条件とする。 

(ⅰ)承継債務会社および保証会社が、承継が完全な効力を有するために必要な代理契約の別紙

５記載の様式の捺印証書（以下「捺印証書」という。）およびその他の書類（もしあれば）

（捺印証書とあわせて以下「書類」という。）を作成し、当該書類の下で、（上記の一般性

を制限することなく）承継債務会社が、NEF（または全ての前任の承継債務会社）に代わり、

本外国指標連動証券の主要な債務者として、本外国指標連動証券、代理契約およびディー

ド・オブ・コベナントにその名称が記載されていたかのように、本外国指標連動証券の所持

人のために、本外国指標連動証券の要項（下記(b)に記載の方法による修正を含む。）ならび

に代理契約およびディード・オブ・コベナントの規定に従うことを約束し、それに基づき保

証会社が、主要な債務者としての承継債務会社の本外国指標連動証券により支払うべき金額

の全額の支払および／または本外国指標連動証券に関する交付義務を、各本外国指標連動証

券の所持人に対して無条件かつ取消不能の形で保証すること。 

(ⅱ)書類が、以下の表明および保証を含むこと。 

(あ) 承継債務会社 

(Ａ)かかる承継に必要な一切の企業、政府および規制当局による許可および同意ならびに書

類に基づく承継債務会社の義務の履行に必要な一切の企業、政府および規制当局による許

可および同意を取得しており、かかる許可および同意が全て完全に有効であること。 

(Ｂ)書類に基づいて承継債務会社が負う義務は、いずれもそれぞれの条項に従って法的に有

効かつ拘束力を有していること。 

(い) 保証会社（日経・JPX原油レバレッジ指数連動債３を除く日経・JPX指数連動債の場合に

は、保証会社が保証を付与し、かつ捺印証書に基づき保証が与えられている本外国指標連

動証券について） 

(Ａ)かかる保証の付与に必要な一切の企業、政府および規制当局による許可および同意なら

びに書類に基づく保証会社の義務の履行に必要な一切の企業、政府および規制当局による

許可および同意を取得しており、かかる許可および同意が全て完全に有効であること。 

(Ｂ)書類に基づいて保証会社が負う義務および保証は、いずれもそれぞれの条項に従って法

的に有効かつ拘束力を有していること。 

(ⅲ)本外国指標連動証券が上場されている各証券取引所、上場承認機関および／または取引相

場システム（もしあれば）が、提案されている承継債務会社の承継後も本外国指標連動証券

がかかる証券取引所、上場承認機関および／または取引相場システムにおいて引続き上場さ

れること、売買されることおよび／または取引が行われることを確認すること。 
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(ⅳ)NEFおよび承継債務会社が、場合により、代理人に対し、英国における主要な法律事務所か

らNEFを代理して提出される、書類が英国法に基づいて法的に有効かつ拘束力を有するNEFお

よび承継債務会社の義務を構成する旨のディーラーを宛先とした法律意見書（かかる意見書

は承継債務会社によるNEFの承継の日付の前７日以内の日付で作成され、代理人の所定の事務

所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供されることを要する。）を、保管の

ため交付しまたは交付させること。 

(ⅴ)NEFが、代理人に対し、オランダにおける主要な法律事務所からNEFを代理して提出される、

オランダ法に基づきNEFが書類を締結する能力および権限を有している旨のディーラーを宛先

とした法律意見書（かかる意見書は承継債務会社によるNEFの承継の日付の前７日以内の日付

で作成され、代理人の所定の事務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供さ

れることを要する。）を、保管のため交付しまたは交付させること。 

(ⅵ)承継債務会社が、代理人に対し、承継債務会社の法域における主要な法律事務所から承継

債務会社を代理して提出される、当該法域における法律に基づいて承継債務会社が書類を締

結する能力および権限を有している旨のディーラーを宛先とした法律意見書、また承継債務

会社が英国以外の法域に属する場合は、書類が当該法律に基づいて法的に有効かつ拘束力を

有する承継債務会社の義務を構成する旨のディーラーを宛先とした法律意見書（かかる意見

書は承継債務会社によるNEFの承継の日付の前７日以内の日付で作成され、代理人の所定の事

務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供されることを要する。）を、保管

のため交付しまたは交付させること。 

(ⅶ)保証会社が、代理人に対し、英国における主要な法律事務所から保証会社を代理して提出

される書類（保証会社が承継債務会社について付与する保証状を含む。）が英国法に基づい

て法的に有効かつ拘束力を有する保証会社の義務を構成する旨のディーラーを宛先とした法

律意見書（かかる意見書は承継債務会社によるNEFの承継の日付の前７日以内の日付で作成さ

れ、代理人の所定の事務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供されること

を要する。）を、保管のため交付しまたは交付させること。 

(ⅷ)保証会社が、代理人に対し、日本における主要な法律事務所から保証会社を代理して提出

される、日本法に基づき保証会社が書類（保証会社が承継債務会社について付与する保証状

を含む。）を締結する能力および権限を有している旨のディーラーを宛先とした法律意見書

（かかる意見書は承継債務会社によるNEFの承継の日付の前７日以内の日付で作成され、代理

人の所定の事務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供されることを要す

る。）を、保管のため交付しまたは交付させること。 

(ⅸ)本外国指標連動証券につき債務不履行事由が存在しないこと。 

(b) 承継債務会社による引受け 

上記(a)に定める書類が作成された場合、承継債務会社は、NEF（または前任の承継債務会社）

に代わり、本外国指標連動証券の主要な債務者として本外国指標連動証券にその名称が記載さ

れたものとみなされ、これに基づき、本外国指標連動証券は、承継が効力を有するよう修正さ

れたものとみなされる。発行会社としてのNEF（またはかかる前任の承継債務会社）は、書類の

作成をもって、本外国指標連動証券の主要な債務者としての一切の義務を免除される。 

(c) 書類の預託 

本外国指標連動証券が未償還であり、かつ承継債務会社または保証会社に対して本外国指標

連動証券または書類に関し本外国指標連動証券の所持人によりなされた請求につき終局判決、

和解または免責がなされていない限り、書類は、代理人に預託され保管される。書類において
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承継債務会社および保証会社は、各本外国指標連動証券の所持人が、本外国指標連動証券また

は書類につき強制執行するため、書類を作成する権利を認めるものとする。 

(d) 承継通知 

書類の作成後15日以内に、承継債務会社は、かかる承継について上記「９ 通知」に従って、

本外国指標連動証券の所持人に対して通知するものとする。 

(e) 承継債務会社 

「承継債務会社」とは、直接的または間接的に野村ホールディングス株式会社により100％保

有される会社を意味する。 

 

(Ⅱ) 保証会社の承継 

(a) 保証会社の承継に関する前提条件 

本外国指標連動証券に関連して、保証会社は、本外国指標連動証券の所持人の同意なしに、

承継保証会社（下記「(e) 承継保証会社」に定義する。）に代替しまたは承継することができ

る。ただし、以下の事項を条件とする。 

(ⅰ)かかる承継が、野村ホールディングス株式会社およびその連結子会社またはそれにより構

成される企業グループ内の再編成による場合においてのみ行われること。 

(ⅱ)承継保証会社が、承継が完全な効力を有するために必要な書類（以下「保証会社承継書類」

という。）を作成し、当該書類の下で、（上記の一般性を制限することなく）承継保証会社

が、保証会社（または全ての前任の承継保証会社）に代わり、本外国指標連動証券の保証会

社として、本外国指標連動証券および代理契約にその名称が記載されていたかのように、本

外国指標連動証券の所持人のために、本外国指標連動証券の要項（下記(b)に記載の方法によ

る修正を含む。）および代理契約の規定に従うことを約束すること。 

(ⅲ)保証会社承継書類が、承継保証会社による以下の表明および保証を含むこと。 

(Ａ)かかる承継に必要な一切の企業、政府および規制当局による許可および同意ならびに保

証会社承継書類に基づく承継保証会社の義務の履行に必要な一切の企業、政府および規制

当局による許可および同意を取得しており、かかる許可および同意が全て完全に有効であ

ること。 

(Ｂ)保証会社承継書類に基づいて承継保証会社が負う義務は、いずれもそれぞれの条項に

従って法的に有効かつ拘束力を有していること。 

(ⅳ)本外国指標連動証券が上場されている各証券取引所、上場承認機関および／または取引相

場システム（もしあれば）が、提案されている承継保証会社の承継後も本外国指標連動証券

がかかる証券取引所、上場承認機関および／または取引相場システムにおいて引続き上場さ

れること、売買されることおよび／または取引が行われることを確認すること。 

(ⅴ)保証会社および（場合により）承継保証会社が、代理人に対し、ディーラーを宛先とした

以下の法律意見書を、保管のため交付しまたは交付させること。 

(Ａ)英国における主要な法律事務所から保証会社を代理して提出される、保証会社承継書類

が英国法に基づいて法的に有効かつ拘束力を有する保証会社および承継保証会社の義務を

構成する旨の法律意見書（かかる意見書は承継保証会社による保証会社の承継の日付の前

７日以内の日付で作成され、代理人の所定の事務所において本外国指標連動証券の所持人

による閲覧に供されることを要する。）。 

(Ｂ)日本における主要な法律事務所から保証会社を代理して提出される、日本法に基づき保

証会社が保証会社承継書類を締結する能力および権限を有している旨ならびに保証会社承

継書類が日本法に基づいて法的に有効かつ拘束力を有する保証会社の義務を構成する旨の
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法律意見書（かかる意見書は承継保証会社による保証会社の承継の日付の前７日以内の日

付で作成され、代理人の所定の事務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に

供されることを要する。）。 

(Ｃ)承継保証会社の法域における主要な法律事務所から承継保証会社を代理して提出される、

当該法域における法律に基づいて承継保証会社が保証会社承継書類を締結する能力および

権限を有している旨の法律意見書、また承継保証会社が英国以外の法域に属する場合は、

保証会社承継書類が当該法律に基づいて法的に有効かつ拘束力を有する承継保証会社の義

務を構成する旨の法律意見書（かかる意見書は承継保証会社による保証会社の承継の日付

の前７日以内の日付で作成され、代理人の所定の事務所において本外国指標連動証券の所

持人による閲覧に供されることを要する。）。 

(ⅵ)本外国指標連動証券につき債務不履行事由が存在しないこと。 

(b) 承継保証会社による引受け 

上記(a)に定める保証会社承継書類が作成された場合、承継保証会社は、保証会社（または前

任の承継保証会社）に代わり、本外国指標連動証券の保証会社として本外国指標連動証券にそ

の名称が記載されたものとみなされ、これに基づき、本外国指標連動証券は、承継が効力を有

するよう修正されたものとみなされる。保証会社（またはかかる前任の承継保証会社）は、保

証会社承継書類の作成をもって、本外国指標連動証券について保証会社としての一切の義務を

免除される。 

(c) 保証会社承継書類の預託 

本外国指標連動証券が未償還であり、かつ承継保証会社に対して本外国指標連動証券または

保証会社承継書類に関し本外国指標連動証券の所持人によりなされた請求につき終局判決、和

解または免責がなされていない限り、保証会社承継書類は、代理人に預託され保管される。保

証会社承継書類において承継保証会社は、各本外国指標連動証券の所持人が、本外国指標連動

証券または保証会社承継書類につき強制執行するため、保証会社承継書類を作成する権利を認

めるものとする。 

(d) 承継通知 

保証会社承継書類の作成後15日以内に、承継保証会社は、かかる承継について上記「９ 通知」

に従って、本外国指標連動証券の所持人に対して通知するものとする。 

(e) 承継保証会社 

「承継保証会社」とは、NEFの最終的な親会社であるかまたはNEFと最終的な親会社が同一で

ある会社のいずれかを意味する。ただし、後者の場合、承継日におけるかかる承継保証会社の

格付が、保証会社の格付以上である場合に限る。 

 

(3) 代理契約 

本外国指標連動証券は、発行会社としてのノムラ・バンク・インターナショナル・ピー・エ

ル・シーおよびNEF（ただし、日経・JPX原油レバレッジ指数連動債３の場合はNEFおよび野村グ

ローバル・ファイナンス株式会社）、保証会社としての野村ホールディングス株式会社および野

村證券株式会社、発行代理人兼主支払代理人および代理銀行としてのシティバンク・エヌ・

エー・ロンドン（以下「代理人」といい、承継者たる代理人を含む。）、代理契約に記載のその

他の支払代理人（代理人とあわせて以下「支払代理人」といい、追加の支払代理人または承継者

たる支払代理人を含む。）、代理契約に記載の計算代理人（以下「計算代理人」といい、承継者

たる計算代理人を含む。）ならびに代理契約に記載の受渡代理人（以下「受渡代理人」といい、

追加の受渡代理人または承継者たる受渡代理人を含む。）の間の2012年７月27日付の変更および
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改訂済代理契約（ただし、日経・JPX原油レバレッジ指数連動債３の場合は2020年４月９日付の変

更および改訂済代理契約）（以下「代理契約」といい、随時修正、補完および／または改訂を含

む。）に従い、その利益を享受して発行される。 

 

(4) 様式、額面および所有権 

本外国指標連動証券は無記名式で発行され、円建てで、外国指標連動証券の額面金額は、日

経・JPX原油レバレッジ指数連動債３を除く日経・JPX指数連動債の場合、１万円、日経・JPX原油

レバレッジ指数連動債３の場合、100円である。 

以下に記載される条件に従って、本外国指標連動証券の所有権は受渡により移転する。NEF、保

証会社、代理人、支払代理人および受渡代理人は、（満期が到来しているか否かを問わず、また、

本外国指標連動証券の所有に係る通知、または本外国指標連動証券の紛失もしくは盗失に係る券

面上の記載もしくは通知の有無にかかわらず）本外国指標連動証券の持参人をその完全な権利者

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

げない。 

当該時点においてユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルクの名簿に特定の額面

金額の当該本外国指標連動証券の所持人として登録されている者は、NEF、保証会社、支払代理人

および受渡代理人により全ての点（本外国指標連動証券の元金の支払に関する事項を除く。かか

る事項については、大券の条項に従い、大券の所持人が、NEF、保証会社、支払代理人および受渡

代理人により当該本外国指標連動証券の所持人として取り扱われるものとし、「本外国指標連動

証券の所持人」およびこれに関連する用語はこれに従って解釈される。）において当該額面金額

の本外国指標連動証券の所持人として取り扱われる（この場合、いずれかの者の口座に貸記され

ている本外国指標連動証券の額面金額に関してユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセン

ブルクが発行した証明書その他の書類は、明白な誤りがある場合を除き、全ての点において、最

終的なものとして、拘束力を有するものとする。）。ユーロクリアまたはクリアストリーム・ル

クセンブルクの共通預託機関または共通保管機関により保管される大券により表章される本外国

指標連動証券は、その時点におけるユーロクリアまたは（場合により）クリアストリーム・ルク

センブルクのルールおよび手続に従ってのみ、これを譲渡することができる。 

本外国指標連動証券は、恒久大券の形態で発行され、確定券面に交換することはできない。 

NEFおよびディーラーが別途合意した場合を除き、次の文言が、全ての大券に記載される。 

「本証券を保有する合衆国人（合衆国内国歳入法に定義される。）は、内国歳入法第165(j)条

および第1287(a)条に定められる制限を含む合衆国所得税法上の制限に服する。」 

上記文言に言及された条文は、合衆国の本外国指標連動証券の所持人が、一定の例外を除き、

本外国指標連動証券に関する損失を税務上控除することができず、また、本外国指標連動証券に

係る売却、処分、償還または元本の支払による利益について譲渡益課税の適用を受けることがで

きない旨を定めている。 

 

(5) 代理人、支払代理人、計算代理人および受渡代理人 

代理人（発行代理人兼主支払代理人）、支払代理人、計算代理人および受渡代理人の名称なら

びにそれぞれの当初の所定の事務所は、以下のとおりである。 

代理人（発行代理人兼主支払代理人） 

シティバンク・エヌ・エー・ロンドン 

（Citibank, N.A., London） 
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ロンドン市 E14 5LB、カナリー・ワーフ、カナダ・スクエア、シティグループ・センター 

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

支払代理人 

ノムラ・バンク（ルクセンブルク）エス・エー 

（Nomura Bank (Luxembourg) S.A.） 

エスペランジュ L-5826、ガスペリッシュ通り33番A棟 

（Bâtiment A, 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange） 

計算代理人 

ノムラ・インターナショナル・ピーエルシー 

（Nomura International plc） 

ロンドン市 EC4R 3AB エンジェル・レーン１ 

（1 Angel Lane, London EC4R 3AB） 

受渡代理人 

本外国指標連動証券については指定されていない。 

NEFおよび保証会社は、以下の全ての条件を満たす場合には、支払代理人、計算代理人および／

もしくは受渡代理人の指名を変更もしくは終了させる権利ならびに／または追加のもしくはその

他の支払代理人、計算代理人もしくは受渡代理人を指名する権利ならびに／または支払代理人、

計算代理人もしくは受渡代理人の所定の事務所の変更を承認する権利を有する。 

(ⅰ)NEFが設立された法域を除くヨーロッパ大陸内に支払代理人を常置すること。 

(ⅱ)計算代理人が任命された本外国指標連動証券に関し計算代理人を常置すること。 

(ⅲ)代理人を常置すること。 

(ⅳ)日経・JPX原油レバレッジ指数連動債３を除く日経・JPX指数連動債の場合には、欧州連合

理事会指令2003／48／EC、または当該指令の実施もしくは遵守のための法律もしくは当該

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

務を負うことのない欧州連合の加盟国内に支払代理人を常置すること。 

変更、終了、指名または移行は、上記「９ 通知」に従って、本外国指標連動証券の所持人に対

する30日以上45日以内の事前の通知がなされた後にのみ（(ⅰ)支払不能の場合、または(ⅱ)支払

代理人が、内国歳入法第1471条から第1474条までの規定、かかる条項に基づく規則もしくは合意、

もしくはかかる条項の公的な解釈（もしくは（日経・JPX原油レバレッジ指数連動債３の場合には）

かかる条項に関する政府間の提案を施行する法律）に従って定義される「外国金融機関」であり、

「パススルー支払」に対する源泉徴収税の施行日以降に「参加外国金融機関」とはならないかも

しくは同日以降に「参加外国金融機関」ではなくなる場合（もしくは（日経・JPX原油レバレッジ

指数連動債３の場合には）「パススルー支払」に対する源泉徴収税の施行日以降に「パススルー

支払」に対する源泉徴収税を免除されるようにならないかもしくは同日以降に「パススルー支払」

に対する源泉徴収税を免除されなくなる場合）（上記の用語は内国歳入法第1471条から第1474条

までの規定、かかる条項に基づく規則もしくは合意、もしくはかかる条項の公的な解釈（もしく

は（日経・JPX原油レバレッジ指数連動債３の場合には）かかる条項に関する政府間の提案を施行

する法律）に従い定義される。）には、「パススルー支払」に対する源泉徴収税の施行日以降、

いずれの場合も直ちに）効力を生じるものとする。 

代理人、その他の支払代理人、計算代理人および受渡代理人は、代理契約に基づき職務を行う

際に、NEFおよび保証会社の代理人としてのみ職務を行い、本外国指標連動証券の所持人に対して

義務を負わず、また、本外国指標連動証券の所持人と代理または信託の関係を有しない。ただし、

（本外国指標連動証券の所持人に対し本外国指標連動証券の償還の支払をするNEFまたは場合によ
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り保証会社の義務に影響を及ぼすことなく）本外国指標連動証券に関して期限が到来した額の支

払のために代理人が受領した資金は、上記「10 消滅時効」に定められた消滅時効期間が満了する

まで、代理人が本外国指標連動証券の所持人のために保管する。代理契約は、一定の事情の下で

の代理人、支払代理人、計算代理人および受渡代理人に対する補償およびそれらの責任免除のた

めの規定を含んでおり、また、代理人およびその他の支払代理人がNEFおよび保証会社との間で営

業上の取引を行うことができ、かかる取引から生じた利益を本外国指標連動証券の所持人に帰属

させる義務を負わない旨の規定を含んでいる。代理契約には、代理人が吸収合併もしくは組織変

更を行った事業体、代理人との間で新設合併を行った事業体または代理人がその資産のほぼ全て

を譲渡した事業体を承継代理人として認める条項が規定されている。 

 

(6) 追加発行 

NEFは、本外国指標連動証券の所持人の同意を得ることなく、全ての点（またはその発行総額、

および発行価格を除く全ての点）において本外国指標連動証券と同じ要項の社債を随時成立させ

発行し、かかる社債を未償還の本外国指標連動証券と統合して単一のシリーズとすることができ

る。 
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指数の概要 

 

日経・JPX金指数 

日経・JPX原油指数 

日経・JPX金指数と日経・JPX原油指数は、日経・JPXサブ商品指数（※１）として、算出される指数であ

る。 

日経・JPX金指数の構成銘柄は金のみ、また日経・JPX原油指数の構成銘柄は原油のみであり、「中心限

月を対象限月とする」、「月初第５取引日から第９取引日までの５取引日間で５分の１ずつ５番限月か

ら６番限月へ限月切り替えを行う（※ただし、貴金属市場およびアルミニウム市場の偶数限月の商品に

ついては、奇数月のみ限月の切り替えを行う。）」指数である。 

日経・JPXサブ商品指数は、帳入値段（※２）にて、１日１回算出・公表される。 

 

※１. 日経・JPXサブ商品指数とは、市場ごとまたは商品ごとのベンチマークとなることを目指し、基本

的に日経・JPX商品指数（Nikkei-JPX Commodity Index）（※３）と同様の計算方法に基づく指数である。 

 

※２. 大阪取引所が取り扱う各構成銘柄においては、「帳入値段」は「清算値段」を意味する。 

 

※３. 「日経・JPX商品指数」は、2002年５月31日を基準日として（同日の帳入値段に基づく指数値を

100.00とする）、構成銘柄ごとの配分比率に当該銘柄の価格騰落率を乗じ、それを全銘柄分合計して算

出される。 

「日経・JPX商品指数」は、当初「東京工業品取引所商品指数」として2006年７月24日より公表を開始し、

その後、名称を2009年４月１日算出分から「日経・東工取商品指数」に変更し、2013年２月12日付で

「日経・東商取商品指数」に変更し、2020年７月27日付で「日経・JPX商品指数」に変更したものである。 

 

日経・JPX金レバレッジ指数 

日経・JPX原油レバレッジ指数 

日経・JPX金レバレッジ指数は、日経・JPX金指数を原指数として、原指数の１日の変化率（前日清算値

段ベースの原指数値と当日清算値段ベースの原指数値とを比較して算出）を２倍したものを、前日の指

数値に乗じて算出される。 

日経・JPX原油レバレッジ指数は、日経・JPX原油指数を原指数として、原指数の１日の変化率（前日帳

入値段ベースの原指数値と当日帳入値段ベースの原指数値とを比較して算出）を２倍したものを、前日

の指数値に乗じて算出される。 

日経・JPX金レバレッジ指数および日経・JPX原油レバレッジ指数は2012年12月３日以降、2009年12月30

日の値を10,000.00とし、１日１回、大阪取引所の商品関連市場デリバティブ取引および東京商品取引所

の商品先物取引の日中立会終了後に算出される。 

 

日経・JPX金インバース指数 

日経・JPX原油インバース指数 

日経・JPX金インバース指数は、日経・JPX金指数を原指数として、原指数の１日の変化率（前日清算値

段ベースの原指数値と当日清算値段ベースの原指数値とを比較して算出）の逆の変化率を、前日の指数

値に乗じて算出される。 
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日経・JPX原油インバース指数は、日経・JPX原油指数を原指数として、原指数の１日の変化率（前日帳

入値段ベースの原指数値と当日帳入値段ベースの原指数値とを比較して算出）の逆の変化率を、前日の

指数値に乗じて算出される。 

日経・JPX金インバース指数および日経・JPX原油インバース指数は2012年12月３日以降、2009年12月30

日の値を10,000.00とし、１日１回、大阪取引所の商品関連市場デリバティブ取引および東京商品取引所

の商品先物取引の日中立会終了後に算出される。 

 

日経・JPXレバレッジ指数（日経・JPX金レバレッジ指数、日経・JPX原油レバレッジ指数）の計算方法 

日経・JPXレバレッジ指数は、以下の算式に従って算出される。 

（日経・JPX商品指数および各日経・JPXサブ商品指数のレバレッジ指数（日経・JPX金レバレッジ指数、

日経・JPX原油レバレッジ指数を含む）を総称して、「日経・JPXレバレッジ指数」という。） 

 

Lev.Index t.d＝Lev.Index s. d-1×max[{1＋2×((Index t.d / Index s. d-1)－1)}, 0.1] 

 

ただし、 

Lev.Index t.d： d日の時点tにおける原指数の直近値より算出した日経・JPXレバレッジ指数 

Lev.Index s. d-1： d-１日における帳入値段（※）に基づく原指数値より算出した日経・JPXレバレッジ

指数 

Index t.d： d日の時点tにおける原指数の直近値 

なお、Index t.dは、日中立会終了後の帳入値段確定時は帳入値段に基づく原指数値を用いる。 

Index s. d-1： d-１日における帳入値段に基づく原指数値 

※大阪取引所が取り扱う各構成銘柄においては、「帳入値段」は「清算値段」を意味する。 

 

日経・JPXインバース指数（日経・JPX金インバース指数、日経・JPX原油インバース指数）の計算方法 

日経・JPXインバース指数は、以下の算式に従って算出される。 

（日経・JPX商品指数および各日経・JPXサブ商品指数のインバース指数（日経・JPX金インバース指数、

日経・JPX原油インバース指数を含む）を総称して、「日経・JPXインバース指数」という。） 

 

Inv.Index t.d＝Inv.Index s. d-1×max[{1－1×((Index t.d / Index s. d-1)－1)}, 0.1] 

 

ただし、 

Inv.Index t.d： d日の時点tにおける原指数の直近値より算出した日経・JPXインバース指数 

Inv.Index s. d-1： d-１日における帳入値段に基づく原指数値より算出した日経・JPXインバース指数 

Index t.d： d日の時点tにおける原指数の直近値 

なお、Index t.dは、日中立会終了後の帳入値段確定時は帳入値段に基づく原指数値を用いる。 

Index s. d-1： d-１日における帳入値段に基づく原指数値 

 

日経・JPXレバレッジ指数の値動きについて 

日経・JPXレバレッジ指数は、日々の騰落率が原指数の騰落率の２倍として計算された指数である。した

がって、以下の例に示すように、日経・JPXレバレッジ指数の騰落率と原指数の騰落率とは、２日以上離

れた日との比較においては、一般に「２倍」とならないので、十分留意する必要がある。 
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＜１＞ 日経・JPX原油指数が、１日目「下落」、２日目「上昇」の場合 

 

 

＜２＞ 日経・JPX原油指数が、１日目「上昇」、２日目「下落」の場合 

 

 

 日々の騰落率 基準日からの騰落率

1日目 2日目 1日目 2日目

日経・JPX原油指数 -13% 15% 日経・JPX原油指数 -13% 0.0%

日経・JPX原油レバレッジ指数 -26% 30% 日経・JPX原油レバレッジ指数 -26% -3.8%

70

80

90

100

110

基準日 1日目 2日目

各指数の値動き

日経・JPX原油指数

日経・JPX原油レバレッジ指数

（※基準日の各指数値を100として計算）

日々の騰落率 基準日からの騰落率

1日目 2日目 1日目 2日目

日経・JPX原油指数 15% -13% 日経・JPX原油指数 15% 0.0%

日経・JPX原油レバレッジ指数 30% -26% 日経・JPX原油レバレッジ指数 30% -3.8%

90

100

110

120

130

140

基準日 1日目 2日目

各指数の値動き

日経・JPX原油指数

日経・JPX原油レバレッジ指数

（※基準日の各指数値を100として計算）
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＜３＞ 日経・JPX原油指数が、１日目「上昇」、２日目「上昇」の場合 

 

 

＜４＞ 日経・JPX原油指数が、１日目「下落」、２日目「下落」の場合 

 

 

※これらの例示は、日経・JPX原油指数の値動きと日経・JPX原油レバレッジ指数の値動きの関係を説明

するための計算例であり、実際の値動きを示したものではない。 

実際の本受益権の基準価額および本外国指標連動証券の償還価額は、管理費用等のコスト負担や追加設

定・一部解約に影響されるため、運用目標が完全に達成できるとは限らない。 

また、本受益権の市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まるため、本受益権

の基準価額および本外国指標連動証券の償還価額の値動きとは必ずしも一致するものではない。 

 

日経・JPXインバース指数の値動きについて 

日経・JPXインバース指数は、日々の騰落率が原指数の騰落率の－１（マイナス１）倍として計算された

指数である。したがって、以下の例に示すように、日経・JPXインバース指数の騰落率と原指数の騰落率

とは、２日以上離れた日との比較においては、一般に「－１倍」とならないので、十分留意する必要が

ある。 
  

日々の騰落率 基準日からの騰落率

1日目 2日目 1日目 2日目

日経・JPX原油指数 15% 15% 日経・JPX原油指数 15% 32.3%

日経・JPX原油レバレッジ指数 30% 30% 日経・JPX原油レバレッジ指数 30% 69.0%

80

100
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140

160

180

基準日 1日目 2日目

各指数の値動き

日経・JPX原油指数

日経・JPX原油レバレッジ指数

（※基準日の各指数値を100として計算）

日々の騰落率 基準日からの騰落率

1日目 2日目 1日目 2日目

日経・JPX原油指数 -15% -15% 日経・JPX原油指数 -15% -27.8%

日経・JPX原油レバレッジ指数 -30% -30% 日経・JPX原油レバレッジ指数 -30% -51.0%

40
50
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80
90

100
110

基準日 1日目 2日目

各指数の値動き

日経・JPX原油指数

日経・JPX原油レバレッジ指数

（※基準日の各指数値を100として計算）
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＜５＞ 日経・JPX原油指数が、１日目「下落」、２日目「上昇」の場合 

 

 

＜６＞ 日経・JPX原油指数が、１日目「上昇」、２日目「下落」の場合 

 

 

日々の騰落率 基準日からの騰落率

1日目 2日目 1日目 2日目

日経・JPX原油指数 -13% 15% 日経・JPX原油指数 -13% 0.0%

日経・JPX原油インバース指数 13% -15% 日経・JPX原油インバース指数 13% -4.0%

80
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100
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120

基準日 1日目 2日目

各指数の値動き

日経・JPX原油指数

日経・JPX原油インバース指数

（※基準日の各指数値を100として計算）

日々の騰落率 基準日からの騰落率

1日目 2日目 1日目 2日目

日経・JPX原油指数 15% -13% 日経・JPX原油指数 15% 0.0%

日経・JPX原油インバース指数 -15% 13% 日経・JPX原油インバース指数 -15% -4.0%

80

90

100

110

120

基準日 1日目 2日目

各指数の値動き

日経・JPX原油指数

日経・JPX原油インバース指数

（※基準日の各指数値を100として計算）
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＜７＞ 日経・JPX原油指数が、１日目「上昇」、２日目「上昇」の場合 

 

 

＜８＞ 日経・JPX原油指数が、１日目「下落」、２日目「下落」の場合 

 

 

※これらの例示は、日経・JPX原油指数の値動きと日経・JPX原油インバース指数の値動きの関係を説明

するための計算例であり、実際の値動きを示したものではない。 

実際の本受益権の基準価額および本外国指標連動証券の償還価額は、管理費用等のコスト負担や追加設

定・一部解約に影響されるため、運用目標が完全に達成できるとは限らない。 

また、本受益権の市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まるため、本受益権

の基準価額および本外国指標連動証券の償還価額の値動きとは必ずしも一致するものではない。 
 

日々の騰落率 基準日からの騰落率

1日目 2日目 1日目 2日目

日経・JPX原油指数 15% 15% 日経・JPX原油指数 15% 32.3%

日経・JPX原油インバース指数 -15% -15% 日経・JPX原油インバース指数 -15% -27.8%
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140

基準日 1日目 2日目

各指数の値動き

日経・JPX原油指数

日経・JPX原油インバース指数

（※基準日の各指数値を100として計算）

日々の騰落率 基準日からの騰落率

1日目 2日目 1日目 2日目

日経・JPX原油指数 -15% -15% 日経・JPX原油指数 -15% -27.8%

日経・JPX原油インバース指数 15% 15% 日経・JPX原油インバース指数 15% 32.3%
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100

120

140

基準日 1日目 2日目

各指数の値動き

日経・JPX原油指数

日経・JPX原油インバース指数

（※基準日の各指数値を100として計算）
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投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項 

 

本受益権または本外国指標連動証券に関するリスク要因 

 

本受益権の信託財産である本外国指標連動証券は、発行会社の担保の裏付けがない証券であり、担保付

債務ではない。また本外国指標連動証券および／または本受益権のリターンは、各本外国指標連動証券

および／または各本受益権の連動指標である日経・JPX金レバレッジ指数、日経・JPX金インバース指数、

日経・JPX原油レバレッジ指数および日経・JPX原油インバース指数（以下個別にまたは総称して「本指

数」または「連動先指数」という。）のパフォーマンスに連動している。本外国指標連動証券および／

または本受益権に投資することは、連動先指数の構成銘柄に直接投資することと同じではない。 

 

本「投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項」の項では、本受益権への投資を検討するに

あたり投資家になろうとする者が考慮すべきリスク要因について記載する。投資家は、本受益権に投資

する前に、以下に記載のリスクに関する情報のほか、本書中に記載のその他の情報を熟読すべきである。 

 

以下に明示されているリスクは、本受益権への投資に内在する主要なリスクを説明したものである。以

下に明示されている各リスクは、発行会社の事業、業務、財務状態または見通しに重大な悪影響を及ぼ

す可能性があり、結果的には投資家が本受益権に関して受領するリターンに重大な悪影響を及ぼす可能

性がある。さらに以下に明示されている各リスクは、本外国指標連動証券および／または本受益権の取

引価格または本受益権に基づく投資家の権利に悪影響を及ぼすおそれがあり、その結果、投資家は投資

の全部または一部を失うおそれがある。 

 

本受益権に投資しようとする者は、下記のリスクが、発行会社が直面しているリスクまたは本外国指標

連動証券および／または本受益権の性質により生じうるリスクの全てではない点に留意するべきである。

発行会社は、その業務および発行されうる本外国指標連動証券に関連するリスクのうち、自らが重要で

あると考えるリスクのみを記載している。発行会社が現在重要でないと考えている、または現在認識し

ていないその他のリスクが存在する可能性があり、これらのいずれかが投資家が本受益権に関して受領

するリターンに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。本受益権に投資しようとする者は、本外国指標連

動証券および／または本受益権に関するリスクを十分に理解できない場合、別途投資に関する助言を求

めるべきである。 

 

発行会社または保証会社の信用リスク 

 

本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の償還金額の支払は発行会社または保証会社の義務と

なっている。したがって、発行会社または保証会社の倒産や財務状況の悪化等により発行会社または保

証会社が本外国指標連動証券の償還金額を支払わず、または支払うことができない場合には、投資家は

損失を被りまたは投資元本を割り込むことがあり、投資元本の全てを失うこともある。 

 

信用格付の引き下げは、本外国指標連動証券および／または本受益権の価格の低下につながるおそれが

ある 

 

本外国指標連動証券および／または本受益権の価値は、部分的に、発行会社または保証会社の信用力に

対する投資家の一般的な評価の影響を受けると予想される。格付機関は発行会社または保証会社の格付
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けの引下げや取消を行い、または格下げの可能性ありとして「クレジット・ウォッチ」に指定されるこ

とがある。その結果、本外国指標連動証券および／または本受益権の価格の低下につながるおそれがあ

る。 

 

満期時または償還時の連動先指数の水準が、開始日時点の当該指数の水準を上回った場合でも、投資家

が受領する金額が本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の元本を割り込む場合がある 

 

本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の管理費用は、本外国指標連動証券の満期時または償還

時において投資家が受領する償還金額を減少させ、また管理費用および償還手数料は任意償還または期

限前償還において投資家が受領する償還金額を減少させるため、投資家が本外国指標連動証券の満期時

または償還時において少なくとも投資元本を受領するには、本外国指標連動証券および／または本受益

権の連動指標である本指数の数値が上昇する必要がある。償還価額の決定に際して管理費用は毎日計算

され参考終値から差し引かれるため、手数料の正味の影響は時間の経過とともに累積されていくもので

あり、本書に定められる所定の年率にて差し引かれる。したがって、本指数の水準が上昇しない場合も

しくは本外国指標連動証券および／もしくは本受益権の連動指標である本指数の水準の上昇が管理費用

（任意償還もしくは期限前償還の場合には、それに加え償還手数料）のマイナスの影響を相殺するのに

十分なものでない場合、または本外国指標連動証券および／もしくは本受益権の連動指標である本指数

の水準が低下した場合には、投資家が満期時または償還時において受領する金額が投資元本を下回り、

またはゼロになる可能性がある。 

 

本受益権の上場廃止その他本信託の終了事由が発生した場合に投資家が受領する金額は、本受益権の信

託財産である本外国指標連動証券の満期まで本受益権を保有していた場合に受領し得た金額よりも少な

い可能性がある 

 

本受益権の上場廃止その他本信託の終了事由が発生した場合、投資家は、残余財産として本外国指標連

動証券の償還価額相当額を受領することが予定されている。この場合に投資家が受領する金額は、本受

益権の信託財産である本外国指標連動証券の満期までに本受益権を保有していた場合に受領し得た金額

よりも少ない可能性がある。 

 

本受益権の市場価格と、本受益権の基準価額および本外国指標連動証券の償還価額の値動きは乖離する

可能性がある 

 

本受益権の市場価格は、市場での需給等に左右されるため、連動対象となる指標の値動きや本受益権の

基準価額および本外国指標連動証券の償還価額の値動きと乖離する可能性がある。なお、本受益権の基

準価額は、本受益権１口当たりの信託財産の評価額であり、本外国指標連動証券１券面の額面金額当た

りの償還価額を受益権付与率で除することにより算出される（小数点以下は切り上げる。）。 

 

投資家は本受益権の信託財産である本外国指標連動証券に関して利息の支払を受けるものではなく、本

指数に含まれる契約に関していかなる権利も有さない 

 

投資家は、本受益権の信託財産である本外国指標連動証券に関して定期的な利息の支払を受けない。投

資家は、本外国指標連動証券および／または本受益権の連動指標である本指数に含まれる指数構成銘柄

に投資している投資家であれば有する権利を有さない。  
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本外国指標連動証券および／または本受益権の時価は、多数の予測不能な要因の影響を受けるおそれが

ある 

 

本外国指標連動証券および／または本受益権の時価は、購入日以降、変動するおそれがある。また投資

家は、本受益権を市場で売却した場合には多額の損失を被るおそれがある。発行会社は、一般にどの要

因よりも本外国指標連動証券および／または本受益権の時価に影響を及ぼすのは、連動先指数の構成銘

柄および本指数自体の価値であると考えている。複数のその他の要因（その多くは発行会社のコント

ロールが及ばないものである。）が本外国指標連動証券および／または本受益権の時価に影響を及ぼす

こととなる。本外国指標連動証券および／または本受益権の時価に影響を及ぼす主な要因としては、以

下が挙げられる。 

・連動先指数の水準 

・本受益権の市場における需給状態（本受益権のマーケット・メーカーにおける在庫ポジションを含

む。） 

・本外国指標連動証券の満期までの残存期間 

・金利 

・認識されている発行会社または保証会社の信用力 

・上場および店頭取引の株式デリバティブ市場における需給状態 

・同じ連動先指数を対象とする仕組商品市場における需給状態およびヘッジ活動 

これらの要因は複雑な形で相互に関係している場合があり、一つの要因が本外国指標連動証券および／

または本受益権の時価に及ぼす影響によって別の要因の影響が相殺されたり、または別の要因の影響が

拡大する場合がある。 

 

本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の期限前償還または消却 

 

本外国指標連動証券は、調整事由の発生、債務不履行事由の発生または発行会社による本外国指標連動

証券に基づく債務の履行の全部もしくは一部が違法になったかもしくは物理的に実行不可能になった場

合その他の要因により、期限前償還金額の支払をすることにより期限前償還される可能性がある。かか

る期限前償還金額は、いかなる場合であっても、本外国指標連動証券の償還または消却に関連して発行

会社によりまたは発行会社に代わって負担された（または負担される予定の）一切の費用、損失および

経費（もしあれば）（ヘッジ解約費用を含み、これらに限定されない。）が差し引かれる。かかる費用、

損失および経費は、本外国指標連動証券の所持人が償還または消却時に受領する金額を減少させ、期限

前償還金額をゼロまで減少させる可能性がある。発行会社は、何らかの、または特定の方法でヘッジ取

引を行う義務を負っておらず、費用、損失および経費が最低限となる（または最低限となることが期待

される）方法でヘッジ取引を行うことを要求されない。 

 

インデックス・スポンサーの方針、ならびに連動先指数の構成および評価に影響を及ぼす変更は、本外

国指標連動証券および／または本受益権に対して支払われる金額ならびにその時価に影響を及ぼすおそ

れがある 

 

連動先指数の水準の計算に関するインデックス・スポンサーの方針、ならびに連動先指数の構成および

評価に影響を及ぼす変更が連動先指数にどのように反映されるかは、連動先指数の数値、ひいては満期

時または償還時に本外国指標連動証券および／または本受益権に対して支払われる金額ならびに満期前

の本外国指標連動証券および／または本受益権の時価に影響するおそれがある。  
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最終評価日において市場混乱事由が発生しておりまたは存在する場合には、償還価額の決定が延期され

ることがある 

 

最終評価日における本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の償還価額の決定は、計算代理人が、

かかる最終評価日において市場混乱事由が発生しているかまたは存在していると判断した場合には、こ

れを延期することができる。ただし、決定が延期されたにもかかわらず、延期後の日においても市場混

乱事由が発生しているかまたは存在している場合には、計算代理人は、かかる日において、市場環境を

考慮した上で償還価額を決定することができる。 

 

本指数に関する過去の水準は、本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の満期までの期間中の、

本指数の将来のパフォーマンスを示すと解釈すべきではない 

 

本外国指標連動証券および／または本受益権の連動指標である本指数が将来上昇するかまたは下落する

かを予想することは不可能である。本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の満期までの期間中

の本指数の実際のパフォーマンス、および満期時または償還時に支払われる金額は、本指数の過去の水

準とは関係していない。 

 

本外国指標連動証券および／または本受益権に関する市場の流動性は、時間の経過とともに大幅に変化

する可能性がある 

 

本外国指標連動証券および／または本受益権の数量または額面総額は、本外国指標連動証券の任意償還、

期限前償還および／または本受益権の転換によりいつでも減少する可能性がある。したがって、本受益

権の市場の流動性は、本外国指標連動証券および／または本受益権の満期までの期間中に大幅に変化す

る可能性がある。 

 

投資家と計算代理人との間に利益相反の可能性が存在する 

 

本外国指標連動証券に関してノムラ・インターナショナル・ピーエルシーが計算代理人を務めている。

計算代理人は、とりわけ、その満期時または償還時に本外国指標連動証券に関して投資家に支払われる

償還価額を決定する。 

 

本指数のインデックス・スポンサーが本指数の算出または公表を中止または一時停止した場合、本外国

指標連動証券および／または本受益権の時価を決定することが難しくなる可能性がある。これらの事象

が発生した場合、または本指数の数値が市場混乱事由その他の理由により入手もしくは算出できない場

合には、計算代理人は、その単独の裁量により本指数の数値を誠実に見積もることを要求される場合が

ある。 

 

計算代理人は、その職務を履行する際、自身で判断を行う。例えば、計算代理人は、評価日（最終評価

日を含む。）において、本指数に影響する市場混乱事由が発生または存在しているか否かを決定しなけ

ればならない場合がある。この判断は結局、その事由によって、スワップ・カウンターパーティのヘッ

ジ・ポジションを解約する能力が著しく阻害されることとなったか否かについての計算代理人の判断に

かかっている。これらの計算代理人による判断は、いずれかの本外国指標連動証券および／または本受
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益権の時価に影響するおそれがあるため、計算代理人がそのような判断を行う必要がある場合、計算代

理人は相反する利益を有する可能性がある。 

 

レバレッジ・インデックス、インバース・インデックスと対象指数との利益・損失の違い 

 

レバレッジ・インデックスは、前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間の対象

指数の騰落率の２倍となるよう計算されるので、対象指数と比べて利益・損失の額が大きくなる。 

 

一方、インバース・インデックスは、前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間

の対象指数の騰落率の「－１倍」（マイナス１倍）となるよう計算されるので、対象指数と反対の利

益・損失の額となる。 

 

レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注意点 

 

レバレッジ・インデックスは、前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間の対象

指数の騰落率の２倍となるよう計算される。しかしながら、２営業日以上離れた期間におけるレバレッ

ジ・インデックスの騰落率は、一般に対象指数の２倍とはならず、計算上、差（ずれ）が不可避に生じ

る。 

 

２営業日以上離れた期間におけるレバレッジ・インデックスの騰落率と対象指数の騰落率の２倍との差

（ずれ）は、当該期間中の対象指数の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもど

ちらにも生じる可能性があるが、一般に、対象指数の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナ

スの方向に差（ずれ）が生じる可能性が高くなる。また、一般に、期間が長くなればなるほど、その差

（ずれ）が大きくなる傾向がある。 

 

したがって、NEXT NOTES 金先物 ダブル・ブル ETNおよびNEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル 

ETNは、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いてい

る金融商品である。 

 

インバース・インデックスに内在する性質に関する注意点 

 

インバース・インデックスは、前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間の対象

指数の騰落率の「－１倍」（マイナス１倍）となるよう計算される。しかしながら、２営業日以上離れ

た期間におけるインバース・インデックスの騰落率は、一般に対象指数の「－１倍」とはならず、計算

上、差（ずれ）が不可避に生じる。 

 

２営業日以上離れた期間におけるインバース・インデックスの騰落率と対象指数の騰落率の「－１倍」

倍との差（ずれ）は、当該期間中の対象指数の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方

向にもどちらにも生じる可能性があるが、一般に、対象指数の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、

マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性が高くなる。また、一般に、期間が長くなればなるほど、

その差（ずれ）が大きくなる傾向がある。 
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したがって、NEXT NOTES 金先物 ベア ETNおよびNEXT NOTES ドバイ原油先物 ベア ETNは、一般的に長

期間の投資には向かず、比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品である。 

 

商品先物価格を参照する指数に内在する性質に関する注意点 

 

日経・JPXレバレッジ指数および日経・JPXインバース指数の原指数は、商品先物価格を参照する指数で

あり、商品現物価格の値動きとは差異がある。 

 

また、通常、商品先物は在庫などの需給や保管コスト等を反映した限月間の価格差がある。先物の各限

月の価格形状には、以下の図に示すように、期近の先物価格よりも期先の先物価格が高い状態（以下

「コンタンゴ」という。）と、期近の先物価格よりも期先の先物価格が低い状態（以下「バックワー

デーション」という。）がある。期近の先物価格に大きな変動がない場合、時間の経過に伴い、コンタ

ンゴでは期先の先物価格は徐々に低下し、バックワーデーションでは期先の先物価格は徐々に上昇する

傾向がある。 

 

 

 

なお、これらの図は先物の各限月の価格形状を説明するために示した概念図であり、過去の価格形状を

表したものではなく、将来の価格形状を示唆するものでもない。 

 

原指数は、商品先物の中心限月（最も取引高が多い限月）を対象限月とした指数であり、毎月月初第５

取引日から第９取引日までの５取引日間で５分の１ずつ次限月への切り替え（ロールオーバー）が行わ

れる。限月の切り替え前後で原指数の値は連続的に推移するのに対し、商品先物（中心限月）価格は限

月交代の際に、コンタンゴの場合は不連続に上振れし、バックワーデーションの場合は不連続に下振れ

する。その結果、原指数の値動きは、コンタンゴの場合は商品先物（中心限月）の値動きから下方乖離

が生じ、バックワーデーションの場合は上方乖離が生じる。このような乖離は、商品先物の限月間の価

格差が大きくなるほど、また、限月の切り替えを繰り返すほど拡大する可能性がある。 

次のグラフは、コンタンゴの状態が多かった期間と、バックワーデーションの状態が多かった期間のそ

れぞれについて、原指数と先物価格の過去の値動きを例として示したものである。ただし、これらのグ

ラフは将来の値動きを示唆・保証するものではない。 

 

第1限月 第2限月 第3限月 第4限月 第5限月 第6限月

先
物
価
格

コンタンゴの概念図

第1限月 第2限月 第3限月 第4限月 第5限月 第6限月

先
物
価
格

バックワーデーションの概念図
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このような原指数の特性について、NEXT NOTES 金先物 ダブル・ブル ETN、NEXT NOTES 金先物 ベア 

ETN、NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETNおよびNEXT NOTES ドバイ原油先物 ベア ETNに投資

を行う場合には留意が必要である。 
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コンタンゴの状態が多い期間の値動き （2015年1月5日～2016年12月30日）

日経･JPX原油指数

ドバイ原油先物（第6限月の価格を単純に接続した値）

（※2015/1/5時点の値をそれぞれ100として計算）

（年/月/日）
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バックワーデーションの状態が多い期間の値動き （2018年1月4日～2019年12月30日）

日経･JPX原油指数

ドバイ原油先物（第6限月の価格を単純に接続した値）

（※2018/1/4時点の値をそれぞれ100として計算）

（年/月/日）
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＜NEXT NOTES NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジETN、NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジETNおよ

びNEXT NOTES 東証マザーズETNに関する情報＞ 

 

本外国指標連動証券の概要 

 

１ 利息 

本外国指標連動証券には利息は付されない。 

 

２ 償還および買入 

(a) 満期償還 

以下の規定に従い期限前に償還または買入消却されない限り、各本外国指標連動証券は、NEFに

より、2033年８月８日（以下「満期償還日」という。）に、額面金額１万円につき、以下の算式に

従って算出される金額（０円以上の金額とし、以下「満期償還額」という。）により償還される。 

10,000円 × 
最終評価日における償還価額 

IL0 

 

最終評価日（下記「(c) 用語の定義」に定義する。）またはその直後に、計算代理人（下記

「12 その他 (3) 代理契約」に定義する。）は、NEFおよび代理人（下記「12 その他 (3) 代

理契約」に定義する。）に対して、満期償還日における満期償還額を書面で通知するものとする。

代理人は、下記「９ 通知」に従い、NEFを代理して、本外国指標連動証券の所持人に対して速やか

に同様の内容を通知する。 

 

(b) 早期償還 

上記「(a) 満期償還」にかかわらず、早期償還決定期間（下記「(c) 用語の定義」に定義す

る。）中のいずれかの日に償還価額が０以下となった場合（かかる日を、以下「早期終了日」とい

う。）、本外国指標連動証券は、早期終了日の10営業日後の日に０円で自動的に償還される。疑義

を避けるため付言すれば、本外国指標連動証券の所持人に対しては、償還金額は支払われないもの

とする。 

 

(c) 用語の定義 

本書において、以下の用語は、以下の意味を有する。 

「インデックス・ 

 スポンサー」とは、 

 本指数に関連して、(ⅰ)かかる本指数に関連するルールおよび手続ならびに計

算方法および調整方法（もしあれば）を設定および検討する責任を有し、また

(ⅱ)各予定取引所営業日に（直接またはその代理人を通じて）かかる本指数の

水準を定期的に公表する会社またはその他の事業体をいう。 

「営業日」とは、  ダウ・ジョーンズ工業株価平均指数連動債の場合： 

東京、ニューヨークおよびロンドンにおいて、商業銀行および外国為替市場

が、支払の決済を行い、通常の業務（外国為替取引および外貨預金取引を含

む。）を営んでいる日をいう。 

東証マザーズ指数連動債の場合： 

東京およびロンドンにおいて、商業銀行および外国為替市場が、支払の決済を

行い、通常の業務（外国為替取引および外貨預金取引を含む。）を営んでいる

日をいう。 
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「管理費用」とは、  ダウ・ジョーンズ工業株価平均指数連動債の場合： 

0.80％（＝0.008）をいう。 

東証マザーズ指数連動債の場合： 

0.50％（＝0.005）をいう。 

「関連取引所」とは、  ダウ・ジョーンズ工業株価平均指数連動債の場合： 

計算代理人が、その単独かつ完全な裁量により、本外国指標連動証券に関して

重要であると判断する、本指数または原指数に関連する先物取引またはオプ

ション取引が行われる取引所または相場システムをいう。 

東証マザーズ指数連動債の場合： 

計算代理人が、その単独かつ完全な裁量により、本外国指標連動証券に関して

重要であると判断する、本指数に関連する先物取引またはオプション取引が行

われる取引所または相場システムをいう。 

「規定通貨」とは、  日本円をいう。 

「原指数」とは、  ダウ・ジョーンズ工業株価平均指数連動債に関して、ダウ・ジョーンズ工業株

価平均指数をいう。 

「最終評価日」とは、  ダウ・ジョーンズ工業株価平均レバレッジ指数連動債の場合： 

満期償還日の10営業日前の日をいう。ただし、償還価額を算出するために使用

されるダウ・ジョーンズ工業株価平均レバレッジ指数の決定にあたり、かかる

日が予定取引所営業日でない場合、ダウ・ジョーンズ工業株価平均レバレッジ

指数は、障害日でない翌予定取引所営業日において情報配信ソースに表示され

る終値を用いて決定されるものとする。ダウ・ジョーンズ工業株価平均レバ

レッジ指数が最終評価日の８予定取引所営業日後の日までに決定されない場

合、計算代理人は、その単独かつ完全な裁量により決定したダウ・ジョーンズ

工業株価平均レバレッジ指数を用いて、最終評価日における償還価額を決定す

るものとする。 

  ダウ・ジョーンズ工業株価平均インバース指数連動債の場合： 

満期償還日の10営業日前の日をいう。ただし、償還価額を算出するために使用

されるダウ・ジョーンズ工業株価平均インバース指数の決定にあたり、かかる

日が予定取引所営業日でない場合、ダウ・ジョーンズ工業株価平均インバース

指数は、障害日でない翌予定取引所営業日において情報配信ソースに表示され

る終値を用いて決定されるものとする。ダウ・ジョーンズ工業株価平均イン

バース指数が最終評価日の８予定取引所営業日後の日までに決定されない場

合、計算代理人は、その単独かつ完全な裁量により決定したダウ・ジョーンズ

工業株価平均インバース指数を用いて、最終評価日における償還価額を決定す

るものとする。 

  東証マザーズ指数連動債の場合： 

満期償還日の10営業日前の日をいう。ただし、償還価額を算出するために使用

される東証マザーズ指数の決定にあたり、かかる日が予定取引所営業日でない

場合、東証マザーズ指数は、障害日でない翌予定取引所営業日において情報配

信ソースに表示される終値を用いて決定されるものとする。東証マザーズ指数

が最終評価日の８予定取引所営業日後の日までに決定されない場合、計算代理

人は、その単独かつ完全な裁量により決定した東証マザーズ指数を用いて、最

終評価日における償還価額を決定するものとする。 

「参照通貨」とは、  ダウ・ジョーンズ工業株価平均指数連動債の場合： 

日本円および米ドルをいう。 

東証マザーズ指数連動債の場合： 

日本円をいう。 
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「市場混乱事由」とは、  ダウ・ジョーンズ工業株価平均指数連動債の場合： 

取引障害または取引所障害で、計算代理人が重大であると判断するものが、評

価時刻までの１時間の間のいずれかの時点で、発生もしくは存在しているこ

と、または早期終了をいう。 

本指数に関し市場混乱事由の存在の有無を判断するにあたり、いずれかの時に

原指数に含まれる有価証券に関して市場混乱事由が発生した場合には、当該有

価証券の原指数の水準への寄与の割合は、市場混乱事由の発生直前における(x)

当該有価証券に起因する原指数の水準の部分と(y)原指数の水準全体との比較に

基づくものとする。 

   「取引障害」とは、(ⅰ)本取引所における原指数の水準の20％以上を構成す

る有価証券に関連する取引に関し、または(ⅱ)関連取引所における原指数に関

する先物取引もしくはオプション取引につき、本取引所、関連取引所もしくは

その他が許容する制限を超える変動を理由として、本取引所もしくは関連取引

所により課せられた取引の停止または制限をいう。 

 「取引所障害」とは、市場参加者が、一般的に、(ⅰ)本取引所における原指

数の水準の20％以上を構成する有価証券の取引を実行し、もしくはその時価を

取得する機能を失いもしくは毀損し、または(ⅱ)関連取引所における原指数に

関する先物取引もしくはオプション取引を実行し、もしくはその時価を取得す

る機能を失い、もしくは毀損すると計算代理人によって決定される事由（早期

終了を除く。）をいう。 

 「早期終了」とは、本取引所または関連取引所の取引所営業日における予定

終了時刻前の取引終了をいう。ただし、かかる早期終了時刻について、(ⅰ)か

かる取引所営業日の本取引所または関連取引所の通常取引時間の実際の終了時

刻と(ⅱ)かかる取引所営業日の実際の終了時刻における執行のために本取引所

または関連取引所のシステムに入れられる注文の提出締切時刻のいずれか早い

方の１時間前までに本取引所または関連取引所が発表している場合を除く。 

  東証マザーズ指数連動債の場合： 

取引障害または取引所障害で、計算代理人が重大であると判断するものが、評

価時刻までの１時間の間のいずれかの時点で、発生もしくは存在しているこ

と、または早期終了をいう。 

   「取引障害」とは、(ⅰ)本取引所における本指数の水準の20％以上を構成す

る有価証券に関連する取引に関し、または(ⅱ)関連取引所における本指数に関

する先物取引もしくはオプション取引につき、本取引所、関連取引所もしくは

その他が許容する制限を超える変動を理由として、本取引所もしくは関連取引

所により課せられた取引の停止または制限をいう。 

 「取引所障害」とは、市場参加者が、一般的に、(ⅰ)本取引所における本指

数の水準の20％以上を構成する有価証券の取引を実行し、もしくはその時価を

取得する機能を失いもしくは毀損し、または(ⅱ)関連取引所における本指数に

関する先物取引もしくはオプション取引を実行し、もしくはその時価を取得す

る機能を失い、もしくは毀損すると計算代理人によって決定される事由（早期

終了を除く。）をいう。 

 「早期終了」とは、本取引所または関連取引所の取引所営業日における予定

終了時刻前の取引終了をいう。ただし、かかる早期終了時刻について、(ⅰ)か

かる取引所営業日の本取引所または関連取引所の通常取引時間の実際の終了時

刻と(ⅱ)かかる取引所営業日の実際の終了時刻における執行のために本取引所

または関連取引所のシステムに入れられる注文の提出締切時刻のいずれか早い

方の１時間前までに本取引所または関連取引所が発表している場合を除く。 
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「障害日」とは、  本取引所または関連取引所がその通常の取引時間に取引を行うことができない

か（関連取引所の場合、計算代理人が重大であると判断するもの）、または市

場混乱事由が生じている予定取引所営業日をいう。計算代理人は、NEFおよび代

理人に対し、その状況下で実務上可能な限り速やかに、障害日でなければ取引

所営業日であった日に、障害日の発生について通知する。 

「早期償還決定期間」 

とは、 

 当初評価日（当日を除く。）から最終評価日（当日を除く。）までの期間をい

う。 

ダウ・ジョーンズ工業株価平均レバレッジ指数連動債の場合： 

償還価額を算出するために使用されるダウ・ジョーンズ工業株価平均レバレッ

ジ指数を決定するにあたり、早期償還決定期間のいずれかの日が予定取引所営

業日でないかまたは障害日の場合、計算代理人は、かかる日の直前に情報配信

ソースに最後に表示されたダウ・ジョーンズ工業株価平均レバレッジ指数を用

いて、かかる日における償還価額を決定することができる（ただし、決定する

必要はない。）。 

  ダウ・ジョーンズ工業株価平均インバース指数連動債の場合： 

償還価額を算出するために使用されるダウ・ジョーンズ工業株価平均インバー

ス指数を決定するにあたり、早期償還決定期間のいずれかの日が予定取引所営

業日でないかまたは障害日の場合、計算代理人は、かかる日の直前に情報配信

ソースに最後に表示されたダウ・ジョーンズ工業株価平均インバース指数を用

いて、かかる日における償還価額を決定することができる（ただし、決定する

必要はない。）。 

  東証マザーズ指数連動債の場合： 

償還価額を算出するために使用される東証マザーズ指数を決定するにあたり、

早期償還決定期間のいずれかの日が予定取引所営業日でないかまたは障害日の

場合、計算代理人は、かかる日の直前に情報配信ソースに最後に表示された東

証マザーズ指数を用いて、かかる日における償還価額を決定することができる

（ただし、決定する必要はない。）。 

「通貨関連障害」とは、  以下の(ⅰ)または(ⅱ)のいずれかをいう。 

(ⅰ)計算代理人がその単独の裁量により判断するところにより、NEFもしくはそ

の関連会社またはノミニーもしくはヘッジ・カウンターパーティーが、下記の

参照通貨に関する事項を行うことを、直接または間接に妨げるかまたは遅延さ

せる効力を有する事由が発生および／または存在していること。 

(a)慣習的な正規のチャネルを通じて、参照通貨と規定通貨を交換すること。 

(b)参照通貨の流通域内に所在する国内機関の為替レートと少なくとも同程度に

有利な為替レートで参照通貨と規定通貨を交換すること。 

(c)規定通貨を参照通貨の流通域内における口座から参照通貨の流通域外の口座

に送金すること。 

(d)参照通貨の流通域内の口座間でまたは参照通貨の流通域内の非居住者である

当事者に参照通貨を送金すること。 

(e)規定通貨におけるその対象となるヘッジの価値を効果的に認識すること。 

(ⅱ)参照通貨の流通域内における政府その他の当局が、本外国指標連動証券に

関するポジションをヘッジするNEFの能力に重大な影響を与えるかまたはかかる

ヘッジを解消させる可能性があると計算代理人が誠実に判断する資本的な規制

を課す予定があることを公表したこと。 

参照通貨および規定通貨がいずれも日本円の場合、通貨関連障害に係る規定は

適用されないものとする。 

-89-



「当初評価日」とは、  2013年10月24日をいう。 

ダウ・ジョーンズ工業株価平均レバレッジ指数連動債の場合： 

償還価額を算出するために使用されるダウ・ジョーンズ工業株価平均レバレッ

ジ指数の決定にあたり、かかる日が予定取引所営業日ではないかまたは障害日

の場合、計算代理人は、その単独かつ完全な裁量により、かかる日の直前に情

報配信ソースに最後に表示されたダウ・ジョーンズ工業株価平均レバレッジ指

数を用いて、当初評価日における償還価額を決定するものとする。 

  ダウ・ジョーンズ工業株価平均インバース指数連動債の場合： 

償還価額を算出するために使用されるダウ・ジョーンズ工業株価平均インバー

ス指数の決定にあたり、かかる日が予定取引所営業日ではないかまたは障害日

の場合、計算代理人は、その単独かつ完全な裁量により、かかる日の直前に情

報配信ソースに最後に表示されたダウ・ジョーンズ工業株価平均インバース指

数を用いて、当初評価日における償還価額を決定するものとする。 

  東証マザーズ指数連動債の場合： 

償還価額を算出するために使用される東証マザーズ指数の決定にあたり、かか

る日が予定取引所営業日ではないかまたは障害日の場合、計算代理人は、その

単独かつ完全な裁量により、かかる日の直前に情報配信ソースに最後に表示さ

れた東証マザーズ指数を用いて、当初評価日における償還価額を決定するもの

とする。 

「取引所営業日」とは、  本取引所または関連取引所が予定終了時刻よりも早く終了するか否かにかかわ

らず、それぞれの通常の取引時間において取引が行われるために本取引所およ

び関連取引所が営業を行っている予定取引所営業日をいう。 

「取引日」とは、  2013年10月８日をいう。 

「評価時刻」とは、  本取引所における予定終了時刻をいう。ただし、本取引所が予定終了時刻より

早く終了した場合、評価時刻は実際の終了時刻とする。 

「ヘッジ・カウンター 

 パーティー」とは、 

 NEFの関連会社、関係会社もしくはNEFが支配する会社、またはNEFもしくはその

関連会社もしくはノミニーがそれを通じてヘッジ取引を締結している会社を含

む（ただし、これらに限られない）あらゆる法域の当事者をいう。 

「ヘッジコストの増加」 

とは、 

 NEFおよび／またはその関連会社が、(ⅰ)本外国指標連動証券の発行および本外

国指標連動証券に基づく義務の履行に係る株価もしくはその他の価格に関する

NEFのリスクをヘッジするために必要と判断した取引もしくは資産の取得、設

定、再設定、代替、維持、解約もしくは処分を行うため、または(ⅱ)かかる取

引もしくは資産からの収益の実現、回収もしくは送金を行うために（取引日現

在の状況と比較して）著しく増加した租税、賦課金、費用または手数料（仲介

手数料を除く。）を負担する場合をいう。ただし、かかる著しい増加額が、NEF

および／またはその関連会社の信用力の低下のみに起因する場合、ヘッジコス

トの増加とはみなされない。 

「ヘッジ障害」とは、  NEFおよび／またはその関連会社が商業上合理的な努力を行ったにもかかわら

ず、(ⅰ)本外国指標連動証券の発行および本外国指標連動証券に基づく義務の

履行に係る株価もしくはその他の価格に関するNEFのリスクをヘッジするために

必要と判断した取引もしくは資産の取得、設定、再設定、代替、維持、解約も

しくは処分を行うことが不可能である場合、または(ⅱ)かかる取引もしくは資

産からの収益の実現、回収もしくは送金を行うことが不可能である場合をい

う。 

「ヘッジ取引」とは、  NEF、その関連会社またはノミニーが、本外国指標連動証券に基づくNEFの義務

の負担および履行を個別にまたはポートフォリオベースでヘッジするために行

う(ⅰ)有価証券、オプション、先物、デリバティブもしくは外国為替に関する

ポジションもしくは契約、(ⅱ)株式貸借取引または(ⅲ)その他の商品もしくは

-90-



取引（その表示方法を問わない。）の１つまたは複数の購入、売却、締結また

は維持をいう。 

「ヘッジ・ポジション」 

とは、 

 NEFおよび／またはその関連会社が、本外国指標連動証券を個別にまたはポート

フォリオベースでヘッジするために行う(ⅰ)有価証券、オプション、先物、デ

リバティブもしくは外国為替に関するポジションもしくは契約、(ⅱ)株式貸借

取引または(ⅲ)その他の商品もしくは取引（その表示方法を問わない。）の１

つまたは複数の購入、売却、締結または維持をいう。 

「法令変更」とは、  取引日以降、(ⅰ)適用法令（税法を含むが、これらに限られない。）の採択も

しくは変更により、または(ⅱ)正当な管轄権を有する裁判所、法廷もしくは規

制当局による適用法令の解釈の公表もしくは変更（税務当局が講じた一切の措

置を含む。）により、計算代理人が、(a)NEFおよび／もしくはその関連会社が

ヘッジ・ポジションを維持、取得もしくは処分することが違法となったか、ま

たは(b)本外国指標連動証券に基づく義務を履行するためにNEFおよび／もしく

はその関連会社が負担する費用が著しく増加することになる（NEFおよび／もし

くはその関連会社の租税債務の増加、税制上の優遇措置の減少もしくは課税状

況に不利なその他の影響による場合を含むが、これらに限られない。）と判断

する場合をいう。 

「本指数」とは、  ダウ・ジョーンズ工業株価平均レバレッジ指数連動債の場合： 

ダウ・ジョーンズ工業株価平均 レバレッジ（２倍）・インデックス（円ヘッ

ジ・プライスリターン）（ DJIA PR JPY-Monthly Hedged Leveraged (x2) 

Index）をいい、かかる指数を本書において「ダウ・ジョーンズ工業株価平均レ

バレッジ指数」ということがある。 

ダウ・ジョーンズ工業株価平均インバース指数連動債の場合： 

ダウ・ジョーンズ工業株価平均 インバース（－１倍）・インデックス（円ヘッ

ジ・トータルリターン）（DJIA TR JPY-Monthly Hedged Inverse (x1) Index）

をいい、かかる指数を本書において「ダウ・ジョーンズ工業株価平均インバー

ス指数」ということがある。 

東証マザーズ指数連動債の場合： 

東証マザーズ指数（Tokyo Stock Exchange Mothers Index）をいう。 

「本取引所」とは、  ダウ・ジョーンズ工業株価平均指数連動債の場合： 

ニューヨーク証券取引所およびナスダック株式市場をいい、その承継取引所を

含むものとする。 

東証マザーズ指数連動債の場合： 

株式会社東京証券取引所をいい、その承継取引所を含むものとする。 

「予定取引所営業日」 

とは、 

 本取引所および関連取引所のいずれもが通常取引時間での取引を行う予定の日

をいう。 

「予定終了時刻」とは、  本取引所または関連取引所および予定取引所営業日に関し、かかる予定取引所

営業日の本取引所または関連取引所の平日の予定終了時刻をいう。時間外また

は通常時間外の他の取引は考慮しない。 

「DJIAIN[t]」または 

「ダウ・ジョーンズ工業株価平均

インバース指数」とは、 

 ブルームバーグの「DJIAIJT Index」のページまたは計算代理人が決定する後継

もしくは代替のページもしくは情報配信ソースに表示される、いずれかの日の

ダウ・ジョーンズ工業株価平均インバース指数の終値をいう。 

「DJIAIN[0]」とは、  当初評価日におけるダウ・ジョーンズ工業株価平均インバース指数をいう。 

「DJIALV[t]」または 

「ダウ・ジョーンズ工業株価平均

レバレッジ指数」とは、 

 ブルームバーグの「DJIA2LJP Index」のページまたは計算代理人が決定する後

継もしくは代替のページもしくは情報配信ソースに表示される、いずれかの日

のダウ・ジョーンズ工業株価平均レバレッジ指数の終値をいう。 

「DJIALV[0]」とは、  当初評価日におけるダウ・ジョーンズ工業株価平均レバレッジ指数をいう。 
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「ILt」または「償還価額」とは、  当初評価日（当日を含む。）から最終評価日（当日を含む。）までの期間のい

ずれかの暦日（t）において、以下の算式により計算代理人が決定する値をい

う。 

  ダウ・ジョーンズ工業株価平均レバレッジ指数連動債の場合： 

  
ILt = ILt-1 × 

(DJIALV[t]) 
× (1 - 管理費用 × 

1 
) 

(DJIALV[t-1]) 365 

   

  ダウ・ジョーンズ工業株価平均インバース指数連動債の場合： 

  
ILt = ILt-1 × 

(DJIAIN[t]) 
× (1 - 管理費用 × 

1 
) 

(DJIAIN[t-1]) 365 

   

  東証マザーズ指数連動債の場合： 

  
ILt = ILt-1 × 

(TSEMOTHR[t]) 
× (1 - 管理費用 × 

1 
) 

(TSEMOTHR[t-1]) 365 

   

「IL0」とは、  100をいう。 

「t」とは、  当初評価日（当日を含む。）から最終評価日（当日を含む。）までの連続する

各暦日の数字を表し、当初評価日の場合には０を意味し、当初評価日後の第１

暦日目の日の場合には１を意味し、第２暦日目の日の場合には２を意味し、以

降同様とする。 

「TSEMOTHR[t]」または 

「東証マザーズ指数」とは、 

 ブルームバーグの「TSEMOTHR Index」のページまたは計算代理人が決定する後

継もしくは代替のページもしくは情報配信ソースに表示される、いずれかの日

の東証マザーズ指数の終値をいう。 

「TSEMOTHR[0]」とは、  当初評価日における東証マザーズ指数をいう。 

 

(d) 本指数の調整 

(イ)承継指数 

本指数が(ⅰ)インデックス・スポンサーにより算出および公表されないが、計算代理人に受入

れ可能な後継のスポンサーにより算出および公表される場合または(ⅱ)本指数の計算に用いられ

るものと同一もしくは実質的に同様であると計算代理人が判断する算式および計算方法を用いて

承継の指数に置き換えられる場合、かかる指数（以下「承継指数」という。）は本指数とみなさ

れる。 

(ロ)調整事由 

(ⅰ)インデックス・スポンサーが本指数の算式もしくは計算方法につき著しい変更を行う旨を

公表するかもしくはその他の方法により本指数を著しく修正する場合（構成株式および資本構成

ならびにその他の慣例的事由に変更が生じた場合に本指数を維持するために行われる算式もしく

は方法の修正を除き、以下「本指数の修正」という。）、もしくは本指数を恒久的に取消し、承

継指数が存在しない場合（以下「本指数の取消し」という。）、(ⅱ)インデックス・スポンサー

が本指数の算出および公表を行わない場合（本指数の修正および本指数の取消しとあわせて以下

「指数調整事由」という。）、または(ⅲ) 計算代理人が、その単独の裁量により、法令変更、

ヘッジ障害、ヘッジコストの増加もしくは通貨関連障害（以下それぞれを「追加障害事由」とい

う。）が生じたと判断した場合、NEFは、その単独の裁量により、下記(あ)または(い)に記載す

る行為を行うことができる。 
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(あ) 計算代理人に対して、償還金額および／または本外国指標連動証券のその他の条件につ

いて、調整事由（以下に定義する。）に対応するための相応な調整（もしあれば）を行い、

かかる調整の発効日を決定するように要求する。 

(い) 下記「９ 通知」に従い本外国指標連動証券の所持人に対して通知を行うことにより、本

外国指標連動証券を償還する。本外国指標連動証券が償還される場合、NEFは、下記「９ 

通知」に従い本外国指標連動証券の所持人に対して通知された日に、各本外国指標連動証

券の所持人に対して期限前償還金額（下記「(f) 税制変更による繰上償還」に定義する。）

を支払うものとする。 

「調整事由」とは、指数調整事由または追加障害事由をいう。 

(ハ)指数の訂正 

インデックス・スポンサーにより公表され、本外国指標連動証券に関する何らかの計算または

判定に用いられた指数の水準が、その後訂正され、本指数の水準に関連して決定された金額およ

び／または利率の訂正を要する場合であって、その本指数の水準の訂正が当初の公表日から１取

引所営業日以内にインデックス・スポンサーによって公表された場合（ただし、いかなる状況に

おいても関連する支払期日以前に限る。）、計算代理人は、(ⅰ)かかる訂正、(ⅱ)計算代理人に

より算出されるかかる訂正により発生する支払額および(ⅲ)かかる訂正により生じる本外国指標

連動証券の条件への必要な範囲内の調整を、かかる訂正が公表された後可及的速やかにNEFおよ

び代理人に通知するものとする。 

 

＜免責事項＞ 

ダウ・ジョーンズ工業株価平均指数連動債の場合： 

本指数は、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス・エルエルシー（S&P Dow Jones Indices LLC）

またはその関連会社（以下「SPDJI」という。）の商品であり、これを利用するライセンスが野

村證券株式会社（以下本項において「ライセンシー」という。）に付与されている。ダウ・

ジョーンズ®（Dow Jones®）は、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディングス・エル

エルシー（Dow Jones Trademark Holdings LLC）（以下「ダウ・ジョーンズ」という。）の登録

商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに付与され、さらにライセンシーが特

定の目的のためにこれらを利用するサブライセンスが付与されている。本外国指標連動証券は、

SPDJI、ダウ・ジョーンズ、スタンダード・アンド・プアーズまたはそれぞれの関連会社（以下

「S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス」と総称する。）がスポンサーとなっているものではな

く、また、それらによって、保証、販売または宣伝されているものではない。S&Pダウ・ジョー

ンズ・インデックスは、本外国指標連動証券の所有者または公衆に対して、有価証券一般または

本外国指標連動証券が投資に適するものであるかという点、または本指数が市場全体のパフォー

マンスに対応したパフォーマンスをあげられるかという点に関して、明示的または黙示的を問わ

ず、いかなる表明または保証もしていない。本指数に関するS&Pダウ・ジョーンズ・インデック

スとライセンシーとの間の関係は、本指数およびS&Pダウ・ジョーンズ・インデックスまたはそ

のライセンサーの商標、サービスマークまたは商号に関するライセンスの付与だけである。本指

数は、ライセンシーまたは本外国指標連動証券とは関係なく、S&Pダウ・ジョーンズ・インデッ

クスによって決定、構成および計算される。S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスは、本指数の

決定、構成または計算において、ライセンシーまたは本外国指標連動証券の所有者の要求を考慮

する義務を負わない。S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスは、本外国指標連動証券の価格およ

び数量もしくは本外国指標連動証券の発行もしくは販売のタイミングの決定、または本外国指標

連動証券が将来換金、譲渡または償還される計算式の決定もしくは計算に関して責任を負わず、
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またこれらに関与していない。S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスは、本外国指標連動証券の

管理、販売または取引に関して、いかなる義務または責任も負わない。本指数に基づく投資商品

が、指数のパフォーマンスに正確に対応したパフォーマンスをあげるかまたはプラスの投資収益

を提供するという保証はない。S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス・エルエルシーは投資顧問

会社ではない。ある指数に株式が含まれることは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスがかか

る株式の売り、買いまたは保有を推奨していることを意味するものではなく、また、投資するこ

との助言とみなしてはならない。 

S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスは、本指数またはその関連データもしくはそれらに関す

る口頭または書面の通信（電子通信も含む。）を含むがこれらに限定されないあらゆる通信につ

いて、その適切性、正確性、適時性または完全性を保証するものではない。S&Pダウ・ジョーン

ズ・インデックスは、かかる通信に含まれる誤謬、欠落または遅延に対して、いかなる義務また

は責任も負わない。S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスは、明示的または黙示的を問わず、い

かなる保証もせず、本指数またはそれに関連するデータの商品性、特定の目的もしくは使用への

適合性またはそれらを使用することによってライセンシー、本外国指標連動証券の所有者もしく

はその他の個人または法人により得られる結果について、あらゆる保証を行うことを明示的に否

認する。上記を制限することなく、いかなる場合においても、S&Pダウ・ジョーンズ・インデッ

クスは、利益の逸失、営業損失および時間または信用の喪失を含むがこれらに限定されない、間

接的損害、特別損害、偶発的損害、懲罰的損害または派生的損害に関して、たとえその可能性に

ついて知らされていたとしても、契約責任、不法行為責任または厳格責任のいずれの形態であっ

ても、一切の責任を負わない。S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスのライセンサーを除き、S&P

ダウ・ジョーンズ・インデックスとライセンシーとの間の契約または取決めの第三者受益者は存

在しない。 

 

東証マザーズ指数連動債の場合： 

(ⅰ)東証マザーズ指数の指数値および東証マザーズ指数に係る標章または商標は、株式会社Ｊ

ＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下本項において「ＪＰＸ」という。）の

知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証マザーズ指数に関するすべての

権利・ノウハウおよび東証マザーズ指数に係る標章または商標に関するすべての権利はＪＰ

Ｘが有する。 

(ⅱ)ＪＰＸは、東証マザーズ指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証マザーズ指

数の指数値の算出もしくは公表の停止または東証マザーズ指数に係る標章もしくは商標の変

更もしくは使用の停止を行うことができる。 

(ⅲ)ＪＰＸは、東証マザーズ指数の指数値および東証マザーズ指数に係る標章または商標の使

用に関して得られる結果ならびに特定日の東証マザーズ指数の指数値について、何ら保証、

言及をするものではない。 

(ⅳ)ＪＰＸは、東証マザーズ指数の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保

証するものではない。また、ＪＰＸは、東証マザーズ指数の指数値の算出または公表の誤謬、

遅延または中断に対し、責任を負わない。 

(ⅴ)NEXT NOTES 東証マザーズ ETNは、ＪＰＸにより提供、保証または販売されるものではない。 

(ⅵ)ＪＰＸは、NEXT NOTES 東証マザーズ ETNの購入者または公衆に対し、NEXT NOTES 東証マ

ザーズ ETNの説明または投資のアドバイスをする義務を負わない。 

(ⅶ)ＪＰＸは、当社またはNEXT NOTES 東証マザーズ ETNの購入者のニーズを東証マザーズ指数

の指数値を算出する銘柄構成および計算に考慮するものではない。 
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(ⅷ)以上の項目に限らず、ＪＰＸはNEXT NOTES 東証マザーズ ETNの設定、販売および販売促進

活動に起因するいかなる損害に対しても責任を有しない。 

 

(e) 本外国指標連動証券の所持人の選択による償還 

本外国指標連動証券の所持人が、下記「９ 通知」に従い、所持人の選択による償還日（以下に

定義する。）に先立つ15日以上30日以内の事前の通知をNEFに対して行った場合、NEFは、所持人の

選択による償還日に、本外国指標連動証券を所持人の選択による償還額（以下に定義する。）によ

り償還しなければならない。ただし、かかる本外国指標連動証券の所持人による償還請求は、額面

金額２億円以上１万円単位の本外国指標連動証券に関するものに限り、行うことができる。 

「所持人の選択による償還日」とは、発行日（当日を含む。）から満期償還日（当日を含まな

い。）までの、各営業日をいう。本外国指標連動証券の額面金額当たりの「所持人の選択による償

還額」とは、計算代理人がその単独の裁量により商業上合理的な方法で決定する、通知がなされた

日現在の本外国指標連動証券の額面金額の公正な経済価値に相当する金額から、NEFが負担した対

象となる関連ヘッジ取引の解消に係る費用を控除した円貨額をいう。 

本外国指標連動証券の所持人による上記の通知は、取消不能とする。ただし、所持人の選択に

よる償還日より前に債務不履行事由（下記「６ 債務不履行事由」に定義する。）が発生し、かつ

継続している場合、本外国指標連動証券の所持人は、NEFに通知することにより、上記の通知を取

り消すことができ、下記「６ 債務不履行事由」に従い本外国指標連動証券の期限の利益を喪失さ

せ、直ちに支払われるべき旨を宣言することを選択することができる。 

 

(f) 税制変更による繰上償還 

NEFは、下記の場合において、その選択により随時、下記「９ 通知」に従い30日以上60日以内

の（取消不能の）通知を本外国指標連動証券の所持人に対して行うことにより本外国指標連動証

券の全部（一部は不可）を償還することができる。 

(ⅰ) NEF（または保証状（下記「４ 本外国指標連動証券の地位および保証 (b) 本外国指標連動

証券の保証」に定義する。）に基づく支払が要求された場合には保証会社）が、本外国指標連

動証券の当初の発行日以後に効力が発生する、オランダもしくは（場合により）日本もしくは

その行政区画もしくは課税当局の法律もしくは規則の変更もしくは修正により、またはかかる

法律もしくは規則の適用もしくは公的な解釈の変更により、本外国指標連動証券に基づく次回

の支払期日において、下記「８ 課税上の取扱い」に規定する追加額の支払義務が生じたかもし

くは生じうる場合、またはそれぞれの場合において当該支払に関する金額をオランダもしくは

（場合により）日本の課税当局に報告する義務が生じたかもしくは生じうる場合であり、 

(ⅱ) NEF（または保証会社）が利用可能な合理的な手段を講じることによっても、かかる義務を

回避することができない場合。 

ただし、かかる償還の通知は、本外国指標連動証券（または場合により保証状）について支払

期限が到来した場合、NEF（または保証会社）のかかる追加額の支払義務または上述の課税当局に

対し報告義務のある支払を行う義務が生じる最初の日の90日以前は行われないものとする。 

本号に基づく償還の通知に先立ち、NEFは代理人に対し、その所定の事務所において本外国指標

連動証券の所持人の閲覧に供するため、NEFがかかる償還を行う権利を有している旨およびNEFが

償還を行う権利の前提条件を示す事実が発生した旨を記載した、NEFの取締役１名（または保証会

社の代表執行役）の署名ある証明書、およびNEF（または保証会社）が、かかる変更または修正に

よりかかる追加額の支払義務または上述の課税当局に対する報告義務を負っており、または今後

負うこととなる旨の定評ある独立の法律顧問による法律意見書を交付する。 
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本号に従い償還される各本外国指標連動証券は、期限前償還金額により償還される。「期限前

償還金額」とは、計算代理人が本指数の動向および必要とみなすその他の要素を考慮し、誠実に

かつ商業上合理的な方法で決定する各本外国指標連動証券の公正な市場価格と等しい金額から、

かかる期限前償還に関連してNEFが負担した対象となる関連ヘッジ取引の解消に係る費用を含む

（ただし、これらに限られない。）費用を控除した金額をいう。 

上記「(b) 早期償還」、上記「(e) 本外国指標連動証券の所持人の選択による償還」、本号、

次号および下記「６ 債務不履行事由」に別段の定めがある場合を除き、本外国指標連動証券を満

期償還日より前に償還することはできない。 

 

(g) 規制事由による償還 

NEFは、適用ある法令または規則の変更の結果、本外国指標連動証券が未償還であることのみを

理由として、NEFが追加的な法域もしくは規制当局の規制に服することを要求された場合、または

NEFが重大な負担になるとみなす追加的な法律要件もしくは規制に服することとなった、もしくは

今後服することとなる場合、その選択により随時、下記「９ 通知」に従い30日以上60日以内の

（取消不能の）通知を本外国指標連動証券の所持人に対して行うことにより本外国指標連動証券

の全部（一部は不可）を償還することができる。 

本号に従い償還される各本外国指標連動証券は、期限前償還金額により償還される。 

 

(h) 買入 

NEF、保証会社またはその子会社（以下に定義する。）は随時、公開市場におけるか否かを問わ

ず、いかなる価格でも本外国指標連動証券を買い入れることができる。かかる本外国指標連動証

券は、保有、再発行、再売買し、またはNEFの選択により、支払代理人（下記「12 その他 (3) 

代理契約」に定義する。）に消却のために提出することができる。 

本号において、「子会社」とは、NEFまたは保証会社の子会社（1985年会社法第736条に定義さ

れる。）を意味する。 

 

(i) 消却 

償還された全ての本外国指標連動証券は直ちに消却される。このように消却された全ての本外

国指標連動証券および上記「(h) 買入」に従って買入消却された本外国指標連動証券は代理人に

交付され、これを再発行または再売却することはできない。本外国指標連動証券の要項で消却

（償還時を除く。）が要求される恒久大券により表章される本外国指標連動証券の消却は、当該

恒久大券の額面金額の減少により有効となる。 

 

３ 支払 

(a) 支払に関する一般規定 

支払は、あらゆる場合において、(ⅰ)支払の場所において適用ある財務もしくはその他の法律お

よび規則ならびに(ⅱ)1986年合衆国内国歳入法（以下「内国歳入法」という。）第871(m)条に従い

要求される源泉徴収もしくは控除もしくは内国歳入法第1471(b)条に記載の契約に従い要求される

源泉徴収もしくは控除、または内国歳入法第1471条から第1474条までの規定、かかる条項に基づく

規則もしくは合意、かかる条項の公的な解釈もしくはかかる条項に関する政府間の提案を施行する

法律に従って課される源泉徴収もしくは控除に服するが、下記「８ 課税上の取扱い」の規定を妨

げないものとする。 
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大券の所持人は、当該大券により表章された本外国指標連動証券に関する支払を受けることので

きる唯一の者であり、NEFおよび保証会社は、当該大券の所持人に対しまたは当該所持人の指図に

従い支払をなすことにより、そのように支払われた各金額について免責される。ユーロクリア・バ

ンク・エス・エー／エヌ・ブイ（以下「ユーロクリア」という。）またはクリアストリーム・バン

キング・エス・エー（以下「クリアストリーム・ルクセンブルク」という。）の名簿に当該大券に

より表章された本外国指標連動証券の一定の額面金額の実質的な所持人として記載されている者は、

当該大券の所持人に対しまたは当該所持人の指図に従いNEFまたは保証会社が支払った各金額に関

するかかる所持人の持分について、ユーロクリアおよび／または（場合により）クリアストリー

ム・ルクセンブルクに対してのみ支払を請求するものとする。当該大券の所持人以外の者は、当該

大券に関する支払についてNEFまたは保証会社に対する請求権を有しない。 

 

(b) 支払日 

本外国指標連動証券に関する金員の支払期日が、支払日（以下に定義する。）以外の日にあたる

場合には、当該本外国指標連動証券の所持人は当該場所における翌支払日まで支払を受けることが

できず、かつ、かかる支払の繰延に関して、追加利息その他の金員の支払を受けることができない。

本号において、「支払日」とは、ダウ・ジョーンズ工業株価平均指数連動債の場合は、東京、

ニューヨークおよびロンドンにおいて、商業銀行および外国為替市場が、支払の決済を行い、通常

の業務（外国為替取引および外貨預金取引を含む。）を営んでいる日をいい、東証マザーズ指数連

動債の場合は、東京およびロンドンにおいて、商業銀行および外国為替市場が、支払の決済を行い、

通常の業務（外国為替取引および外貨預金取引を含む。）を営んでいる日をいう。 

 

(c) 元本および利息の解釈 

「本外国指標連動証券の概要」において、本外国指標連動証券に関する元本には、場合により、

以下のものを含むものとみなす。 

(ⅰ)下記「８ 課税上の取扱い」に基づき、元本に関し支払われることのある追加額。 

(ⅱ)本外国指標連動証券の満期償還額。 

(ⅲ)本外国指標連動証券の期限前償還金額。 

(ⅳ)本外国指標連動証券の所持人の選択による償還額。 

 

４ 本外国指標連動証券の地位および保証 

(a) 本外国指標連動証券の地位 

本外国指標連動証券は、NEFの直接、無条件、非劣後かつ（下記「５ 担保提供制限」に従い）無

担保の債務であり、本外国指標連動証券相互の間において優先または劣後することなく、同順位で

あり、（下記「５ 担保提供制限」に従い、また法律上優先権が認められる一定の債務を除き）NEF

のその時々において残存する現在および将来の他の一切の無担保の非劣後債務と、少なくとも同順

位である。 

 

(b) 本外国指標連動証券の保証 

本外国指標連動証券に関するNEFの支払および交付義務は、2013年８月５日付保証状（以下「保

証状」という。）により保証会社が無条件かつ取消不能の形で保証する。保証状に基づく保証会社

の債務は、保証会社の直接、無条件、非劣後かつ（下記「５ 担保提供制限」に従い）無担保の債

務であり、また、（下記「５ 担保提供制限」に従い、また国税および地方税に関する債務および
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その他法律により定められた例外は除き）保証会社の現在および将来の他の一切の無担保の非劣後

債務と、少なくとも同順位である。 

 

５ 担保提供制限 

(a) NEFの担保提供制限 

NEFは、未償還残存（代理契約（下記「12 その他 (3) 代理契約」に定義する。）に定義され

る。）の本外国指標連動証券が存在する限り、NEF自身の債務（以下に定義する。）、または第三

者の債務について現在もしくは将来の債権者の利益のために行う保証もしくは補償に係る義務を担

保するために、NEFの現在または将来のいかなる事業、資産または収入の全部または一部に対して

も、いかなる抵当権、先取特権、質権その他の担保権も設定せず、また存続させないものとする。

ただし、同時に、当該債務または（場合により）保証もしくは補償と少なくとも同順位かつ同等の

比率をもって本外国指標連動証券も担保される場合、または社債権者集会の特別決議（代理契約に

定義される。）により承認された他の担保もしくは保証が本外国指標連動証券のために提供される

場合は、この限りでない。本項において「債務」とは、満期まで１年を超える期間がある有価証券

上の債務で、かつオランダもしくはその他の地域における証券取引所、店頭登録市場もしくはその

他の有価証券市場で相場が立ち、上場され、通常取引または売買されているか、その予定であるも

のを意味する。 

 

(b) 保証会社の担保提供制限 

保証会社が保証する本外国指標連動証券に未償還残存のものが存在する限り、保証会社は、いか

なる証券（以下に定義する。）の所持人のためにも、(ⅰ)当該証券がその要項により円貨以外の通

貨で支払われるかもしくは円貨以外の通貨で支払を受ける権利を与えるものである場合、または当

該証券が円貨で表示され、かつその元本総額の50％超が保証会社もしくは（保証会社でない場合は）

NEFにより、もしくはその授権に基づいて、当初日本国外で分売される場合であり、かつ(ⅱ)当該

証券が日本国外の証券取引所、店頭登録市場その他の有価証券市場で相場が立ち、上場され、通常

取引もしくは売買されているか、その予定である場合には、①かかる証券に関する支払、②かかる

証券の保証に基づく支払、または③かかる証券に関する補償もしくはその他の債務に基づく支払を

担保するために、保証会社の現在または将来のいかなる財産、資産または収入の全部または一部に

対しても、いかなる抵当権、先取特権、質権その他の担保権も設定せず、また存続を認めないこと

を保証する。ただし、上記のいずれの場合においても、保証状に基づき、同時に、当該証券、保証、

補償もしくはその他類似の債務に関し提供されるか、または残存する担保と同じ担保もしくは社債

権者集会の特別決議により承認された他の担保もしくは保証が、本外国指標連動証券のために提供

される場合は、この限りではない。 

本項において、「証券」とは、発行時から１年を超える期間を有するNEFもしくは保証会社また

はその他の者の社債、ディベンチャー、ノートその他類似の投資証券を意味する。 

 

６ 債務不履行事由 

下記の事由（以下「債務不履行事由」という。）のいずれかが発生し、かつその事由が継続して

いる場合には、各本外国指標連動証券の所持人は、NEFおよび保証会社に対し書面による通知を行う

ことにより（代理人に対しては単に情報を提供する目的でその写しを送付する。）、当該本外国指

標連動証券の所持人が有する本外国指標連動証券につき期限の利益を喪失し、直ちに支払われるべ

き旨を宣言することができ、これにより当該本外国指標連動証券は、呈示、要求、申立その他一切
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の通知を要せず期限前償還金額で直ちに償還されるものとする。ただし、NEFおよび保証会社がかか

る通知を受領する前に当該債務不履行事由が治癒された場合はこの限りでない。 

(a) 本外国指標連動証券の元本の償還または本外国指標連動証券に関する証券の交付につき、７日

を超える遅滞があった場合。 

(b) NEFまたは保証会社が、本外国指標連動証券もしくは保証状（もしあれば）に定められるNEFも

しくは（場合により）保証会社の他の約束もしくは約定、または代理契約に定められる本外国指

標連動証券の所持人のための約束もしくは約定の履行または遵守を怠り、かつ、いずれの場合に

おいても、NEFまたは（場合により）保証会社が当該不履行を治癒することを要求する本外国指標

連動証券の所持人からの書面による通知が（直接であるか代理人を通じてであるかを問わず）NEF

および保証会社に対し交付された後30日間継続した場合。 

(c) 残存元本総額が1,000万米ドル（他の通貨の場合は同額相当）以上のNEFもしくは保証会社の本

外国指標連動証券以外の借入金債務が不履行により期限の利益を喪失した場合、もしくはNEFもし

くは保証会社がかかる債務につき満期においてもしくは適用ある支払猶予期間が経過してもなお

弁済を怠っている場合（もしくはかかる債務が要求払の場合、支払要求の後３営業日、もしくは

これより長期の適用ある支払猶予期間が経過してもなお弁済を怠っている場合）、または現存す

る元本もしくは元本総額が1,000万米ドル（他の通貨の場合は同額相当）以上の第三者の借入金債

務についてNEFもしくは保証会社が付与した保証もしくは補償の履行期が到来し、適用ある支払猶

予期間の経過後履行の請求を受けたにもかかわらず履行されない場合。 

(d) 所在地において管轄権を有する裁判所が、オランダもしくは（場合により）日本において適用

ある破産、支払不能もしくは会社更生に関する法律に基づき、NEFもしくは保証会社の破産もしく

は支払不能を認める決定もしくは命令を下した場合、もしくはNEFもしくは保証会社の会社更生を

求める申立が適正になされたものと認めた場合で、かつ当該決定もしくは命令が継続する60日間

解除もしくは停止されない場合、または、所在地において管轄権を有する裁判所が、オランダも

しくは（場合により）日本において適用ある破産、支払不能もしくは会社更生に関する法律に基

づき、NEFもしくは保証会社の破産もしくは会社更生に関してもしくはその財産の全部もしくは実

質的に全部についてもしくはその解散もしくは清算の事由について管財人、清算人、受託者もし

くは譲受人を選任する決定もしくは命令を下した場合で、かつ当該決定もしくは命令が継続する

60日間解除もしくは停止されない場合。 

(e) NEFまたは保証会社が、オランダもしくは（場合により）日本において適用ある破産法もしくは

会社更生法に基づき自己破産を申立てた場合、NEFもしくは保証会社に対する破産の申立に同意し

た場合、支払猶予（NEFに関してのみ）、会社更生もしくは債務整理を求める申立、答弁もしくは

同意を行った場合、もしくはNEFもしくは保証会社もしくはそれらの財産の全部もしくは実質的に

全部について破産もしくは会社更生の管財人、清算人、受託者もしくは譲受人を選任することに

同意した場合、もしくはそれらの債権者に対して債権譲渡を行い、債務整理を申入れ、もしくは

書面により履行期にある債務の支払ができないことを認めた場合、またはNEFもしくは保証会社が

上記の目的のいずれかを達成するための法人活動を行った場合。 

(f) 社債権者集会の特別決議によりその条件が承認された新設合併、事業結合、吸収合併もしくは

事業再編成を目的としもしくはこれに基づく場合、または存続会社がそれぞれ本外国指標連動証

券もしくは保証状に基づくNEFもしくは保証会社の債務の一切を有効に引き受けることとなる新設

合併、事業結合、吸収合併もしくは事業再編成を目的としもしくはこれに基づく場合を除き、NEF

または保証会社がその営業の全部もしくは実質的に全部を停止し、またはその資産の全部もしく

は実質的に全部を処分した場合。ただし、保証会社については、保証会社を持株会社とする事業

再編成または保証会社を持株会社の傘下に置く事業再編成の場合で、その結果保証会社が営業の
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全部もしくは実質的に全部を停止し、またはその資産の全部もしくは実質的に全部を処分するこ

ととなっても、本項は適用されないものとする。 

(g) 理由の如何を問わず、保証状（上記(f)に言及される事業再編成後の承継者たる保証会社によっ

て調印がなされた保証状を含む。）が完全な効力を生じない（または保証会社がその旨主張する）

場合。 

上記(c)に関して、米ドル以外の通貨による借入金債務は、期限の利益を喪失したか、または（場

合により）当該債務不履行事由が発生した日（ロンドン時間）において、代理人が指定した主要銀

行により表示されるロンドンにおける米ドル買いに対する当該通貨の売りのための直物相場で換算

するものとする（ただし、理由の如何を問わず、当日にかかるレートを得られない場合は、その後

に最も早く入手可能な日におけるレートによる。）。 

 

７ 社債権者集会、変更および権利放棄 

代理契約は、本外国指標連動証券および代理契約の一定の条項を特別決議により修正することを

承認することを含む、本外国指標連動証券の所持人の利益に影響を与える事項について審議するた

めに社債権者集会を招集することについて、定めている。 

NEF、（場合により）保証会社または本外国指標連動証券の元本残高の10分の１以上を有する本外

国指標連動証券の所持人は、社債権者集会を招集することができる。特別決議を採択するための社

債権者集会の定足数は、本外国指標連動証券の元本残高の過半を保有または代表する１名以上の者、

その延会においては、保有または代表される本外国指標連動証券の元本金額の如何にかかわらず、

本外国指標連動証券の所持人本人またはその代理人１名以上の者とする。ただし、本外国指標連動

証券の規定の修正（本外国指標連動証券の償還日の修正、本外国指標連動証券の元本の減額もしく

は取消、交換条項付社債もしくはエクイティ・リンク償還条項付社債の償還に関する資産（もしあ

れば）の交付に係る規定の変更、もしくは本外国指標連動証券の支払通貨を変更する場合を含

む。）、または代理契約の一定の条項の修正を議題とする集会においては、特別決議を採択するた

めに必要な定足数は、３分の２以上を保有または代表する１名以上の者、その延会においては、本

外国指標連動証券の元本残高の３分の１以上を保有または代表する１名以上の者とする。社債権者

集会で採択された特別決議は、出席の有無にかかわらず本外国指標連動証券の所持人の全てを拘束

する。 

代理人、NEFおよび保証会社は、本外国指標連動証券の所持人の同意を得ることなく、以下につい

て合意することができる。 

(a) （NEFおよび保証会社の意見において）本外国指標連動証券の所持人の利益に重要な影響のない

本外国指標連動証券、代理契約、ディード・オブ・コベナントおよび／または保証状の条項の修

正（上記に述べた場合を除く。）（本外国指標連動証券の所持人の個別の状況または特定の法域

における調整による課税もしくはその他の結果は勘案しない。）。 

(b) 本外国指標連動証券、代理契約、ディード・オブ・コベナントおよび／または保証状について

の（NEFおよび保証会社の意見において）形式的、軽微もしくは技術的な修正、または明白な誤記

の訂正もしくは適用ある法令の強行規定に従うための訂正。 

かかる修正は、本外国指標連動証券の所持人の全てを拘束する。また、かかる修正後は、下記

「９ 通知」に従い本外国指標連動証券の所持人に可及的速やかにその旨通知される。 
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８ 課税上の取扱い 

本外国指標連動証券に投資しようとする申込人は、各申込人の状況に応じて、本外国指標連動証

券に投資することによる課税上の取扱いおよびリスクまたは本外国指標連動証券に投資することが

適当か否かについて各自の財務・税務顧問に相談する必要がある。 

本外国指標連動証券に係るNEFによる支払または保証状に基づく保証会社による支払は全て、オラ

ンダ（NEFの場合）もしくは日本（保証会社の場合）またはそれらの行政区画もしくはそれらの課税

当局もしくはそれらの域内の課税当局によりまたはそれらに代わって、現在または将来において課

され、賦課され、徴税され、源泉徴収され、課税されるあらゆる性質の税金、賦課金、公租公課を

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

源泉徴収または控除を法により強制される場合を除く。この場合、NEFまたは（場合により）保証会

社は、本外国指標連動証券の所持人がかかる源泉徴収または控除の後に受領する本外国指標連動証

券の元本の純受取額が、かかる源泉徴収または控除がなければ本外国指標連動証券について受領し

たであろう金額と等しくなるように必要な追加額を支払うものとする。ただし、かかる追加額は以

下の本外国指標連動証券に関しては支払われないものとする。 

(ⅰ) 本外国指標連動証券を保有する以外に、(x)NEFによる支払の場合にはオランダと何らかの関連

を有すること、(y)保証状に基づく保証会社による支払の場合には①日本の税法上日本の居住者も

しくは日本法人と扱われ、または②その他日本と関連を有することを理由として、かかる税金、

賦課金、公租公課を負担する本外国指標連動証券の所持人によりまたはかかる者に代わって支払

のために呈示がなされた本外国指標連動証券。 

(ⅱ) 貯蓄所得に対する課税に関する欧州連合理事会指令2003／48／ECまたは同指令の実施もしくは

遵守のための法律もしくは同指令に適合させるために制定された法律によって、個人に対する支

払についてかかる源泉徴収または控除が課され、かつ要求される場合。 

(ⅲ) 欧州連合の加盟国内の別の支払代理人に本外国指標連動証券を呈示したならば、かかる源泉徴

収または控除を回避できたであろう本外国指標連動証券の所持人によりまたはかかる者に代わっ

て支払のために呈示がなされた本外国指標連動証券。 

(ⅳ) 関連日（以下に定義する。）後30日を過ぎて支払のために呈示がなされた本外国指標連動証券

（ただし、本外国指標連動証券の所持人がかかる30日目に支払のためにこれを呈示していたなら

ば受領することができた当該追加額を除く。）。 

(ⅴ) オランダまたは日本において支払のために呈示がなされた本外国指標連動証券。 

本項において「関連日」とは、当該支払について最初に支払期日が到来した日、または支払われ

るべき金員の全額が当該期日までに代理人により受領されていない場合は、当該金員の全額が受領

され、その旨の通知が下記「９ 通知」に従い本外国指標連動証券の所持人に対してなされた日を意

味する。 

 

９ 通知 

本外国指標連動証券に関する全ての通知は、ロンドンで講読される代表的な英語の日刊新聞に掲

載された場合に有効とみなされる。かかる掲載はロンドンのフィナンシャル・タイムズ紙になされ

る予定である。かかる通知は、掲載された日付、または複数回掲載される場合もしくは複数の新聞

紙での掲載を要求される場合には、掲載を要求される全ての新聞紙に最初に掲載された時点での日

付をもって、なされたものとみなされる。 

ユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルクのために大券が全部保管されている限り、

かかる新聞への掲載の方法に代えて、本外国指標連動証券の所持人に対する連絡のためユーロクリ

アおよびクリアストリーム・ルクセンブルクへ通知を交付するという方法をとることができる。か
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かる通知は、ユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルクが通知を受領した日に本外国

指標連動証券の所持人になされたものとみなされる。 

本外国指標連動証券の所持人による通知は書面によるものとし、これを関連する本外国指標連動

証券とともに代理人に預託するものとする。大券が各本外国指標連動証券を表章している間も、本

外国指標連動証券の所持人は、代理人およびユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブル

クが認める方法で、ユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルクを通じて代理人にかか

る通知を行うことができる。 

 

10 消滅時効 

本外国指標連動証券は、それぞれの関連日（上記「８ 課税上の取扱い」に定義する。）から元本

の支払および／または資産の交付については10年の期間内に元本に関する請求がなされない場合は

失効する。 

 

11 準拠法および送達代理人の任命 

代理契約、ディード・オブ・コべナント、本外国指標連動証券および保証状（ならびに代理契約、

ディード・オブ・コべナント、保証状および本外国指標連動証券ならびに本外国指標連動証券の発

行および買入に関する一切の契約に起因してまたはこれらに関連して生じる非契約的債務）は英国

法に準拠するものとし、これに従って解釈される。 

NEFおよび保証会社はそれぞれ、本外国指標連動証券の所持人のために、英国の裁判所が本外国指

標連動証券から生じるかまたは本外国指標連動証券に関して生ずるあらゆる紛争（本外国指標連動

証券に起因してまたは本外国指標連動証券に関連して生じる非契約的債務に関する紛争を含む。）

を解決する管轄権を有すること、したがって本外国指標連動証券から生じるかまたは本外国指標連

動証券に関して生じる訴訟または手続（以下「訴訟手続」と総称する。）が英国の裁判所に提起で

きることに、取消不能の形で合意する。 

NEFおよび保証会社は、英国（本書提出日現在、ロンドン市 EC4R 3AB エンジェル・レーン１）に

登録された住所を有するノムラ・インターナショナル・ピーエルシーを英国における訴訟手続に関

する英国における送達代理人に取消不能の形で任命し、同社が送達代理人としての職務の遂行を停

止したときは他の送達代理人を任命する。 

 

12 その他 

(1) 代わり券 

本外国指標連動証券が紛失、盗失、毀損、汚損または滅失した場合、代理人の所定の事務所に

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

を提出することを条件として、代わり券を発行することができる。毀損または汚損した本外国指

標連動証券については、代わり券が発行される前にこれを提出しなければならない。 

 

(2) 承継 

(Ⅰ) NEFの承継 

(a) NEFの承継に関する前提条件 

本外国指標連動証券に関連して、NEFは、本外国指標連動証券の所持人の同意なしに、承継債

務会社（下記「(e) 承継債務会社」に定義する。）に代替しまたは承継することができる。た

だし、以下の事項を条件とする。 
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(ⅰ)承継債務会社および保証会社が、承継が完全な効力を有するために必要な代理契約の別紙

５記載の様式の捺印証書（以下「捺印証書」という。）およびその他の書類（もしあれば）

（捺印証書とあわせて以下「書類」という。）を作成し、当該書類の下で、（上記の一般性

を制限することなく）承継債務会社が、NEF（または全ての前任の承継債務会社）に代わり、

本外国指標連動証券の主要な債務者として、本外国指標連動証券、代理契約およびディー

ド・オブ・コベナントにその名称が記載されていたかのように、本外国指標連動証券の所持

人のために、本外国指標連動証券の要項（下記(b)に記載の方法による修正を含む。）ならび

に代理契約およびディード・オブ・コベナントの規定に従うことを約束し、それに基づき保

証会社が、主要な債務者としての承継債務会社の本外国指標連動証券により支払うべき金額

の全額の支払および／または本外国指標連動証券に関する交付義務を、各本外国指標連動証

券の所持人に対して無条件かつ取消不能の形で保証すること。 

(ⅱ)書類が、以下の表明および保証を含むこと。 

(あ) 承継債務会社 

(Ａ)かかる承継に必要な一切の企業、政府および規制当局による許可および同意ならびに書

類に基づく承継債務会社の義務の履行に必要な一切の企業、政府および規制当局による許

可および同意を取得しており、かかる許可および同意が全て完全に有効であること。 

(Ｂ)書類に基づいて承継債務会社が負う義務は、いずれもそれぞれの条項に従って法的に有

効かつ拘束力を有していること。 

(い) 保証会社（保証会社が保証を付与し、かつ捺印証書に基づき保証が与えられている本外

国指標連動証券について） 

(Ａ)かかる保証の付与に必要な一切の企業、政府および規制当局による許可および同意なら

びに書類に基づく保証会社の義務の履行に必要な一切の企業、政府および規制当局による

許可および同意を取得しており、かかる許可および同意が全て完全に有効であること。 

(Ｂ)書類に基づいて保証会社が負う義務および保証は、いずれもそれぞれの条項に従って法

的に有効かつ拘束力を有していること。 

(ⅲ)本外国指標連動証券が上場されている各証券取引所、上場承認機関および／または取引相

場システム（もしあれば）が、提案されている承継債務会社の承継後も本外国指標連動証券

がかかる証券取引所、上場承認機関および／または取引相場システムにおいて引続き上場さ

れること、売買されることおよび／または取引が行われることを確認すること。 

(ⅳ)NEFおよび承継債務会社が、場合により、代理人に対し、英国における主要な法律事務所か

らNEFを代理して提出される、書類が英国法に基づいて法的に有効かつ拘束力を有するNEFお

よび承継債務会社の義務を構成する旨のディーラーを宛先とした法律意見書（かかる意見書

は承継債務会社によるNEFの承継の日付の前７日以内の日付で作成され、代理人の所定の事務

所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供されることを要する。）を、保管の

ため交付しまたは交付させること。 

(ⅴ)NEFが、代理人に対し、オランダにおける主要な法律事務所からNEFを代理して提出される、

オランダ法に基づきNEFが書類を締結する能力および権限を有している旨のディーラーを宛先

とした法律意見書（かかる意見書は承継債務会社によるNEFの承継の日付の前７日以内の日付

で作成され、代理人の所定の事務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供さ

れることを要する。）を、保管のため交付しまたは交付させること。 

(ⅵ)承継債務会社が、代理人に対し、承継債務会社の法域における主要な法律事務所から承継

債務会社を代理して提出される、当該法域における法律に基づいて承継債務会社が書類を締

結する能力および権限を有している旨のディーラーを宛先とした法律意見書、また承継債務
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会社が英国以外の法域に属する場合は、書類が当該法律に基づいて法的に有効かつ拘束力を

有する承継債務会社の義務を構成する旨のディーラーを宛先とした法律意見書（かかる意見

書は承継債務会社によるNEFの承継の日付の前７日以内の日付で作成され、代理人の所定の事

務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供されることを要する。）を、保管

のため交付しまたは交付させること。 

(ⅶ)保証会社が、代理人に対し、英国における主要な法律事務所から保証会社を代理して提出

される書類（保証会社が承継債務会社について付与する保証状を含む。）が英国法に基づい

て法的に有効かつ拘束力を有する保証会社の義務を構成する旨のディーラーを宛先とした法

律意見書（かかる意見書は承継債務会社によるNEFの承継の日付の前７日以内の日付で作成さ

れ、代理人の所定の事務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供されること

を要する。）を、保管のため交付しまたは交付させること。 

(ⅷ)保証会社が、代理人に対し、日本における主要な法律事務所から保証会社を代理して提出

される、日本法に基づき保証会社が書類（保証会社が承継債務会社について付与する保証状

を含む。）を締結する能力および権限を有している旨のディーラーを宛先とした法律意見書

（かかる意見書は承継債務会社によるNEFの承継の日付の前７日以内の日付で作成され、代理

人の所定の事務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供されることを要す

る。）を、保管のため交付しまたは交付させること。 

(ⅸ)本外国指標連動証券につき債務不履行事由が存在しないこと。 

(b) 承継債務会社による引受け 

上記(a)に定める書類が作成された場合、承継債務会社は、NEF（または前任の承継債務会社）

に代わり、本外国指標連動証券の主要な債務者として本外国指標連動証券にその名称が記載さ

れたものとみなされ、これに基づき、本外国指標連動証券は、承継が効力を有するよう修正さ

れたものとみなされる。発行会社としてのNEF（またはかかる前任の承継債務会社）は、書類の

作成をもって、本外国指標連動証券の主要な債務者としての一切の義務を免除される。 

(c) 書類の預託 

本外国指標連動証券が未償還であり、かつ承継債務会社または保証会社に対して本外国指標

連動証券または書類に関し本外国指標連動証券の所持人によりなされた請求につき終局判決、

和解または免責がなされていない限り、書類は、代理人に預託され保管される。書類において

承継債務会社および保証会社は、各本外国指標連動証券の所持人が、本外国指標連動証券また

は書類につき強制執行するため、書類を作成する権利を認めるものとする。 

(d) 承継通知 

書類の作成後15日以内に、承継債務会社は、かかる承継について上記「９ 通知」に従って、

本外国指標連動証券の所持人に対して通知するものとする。 

(e) 承継債務会社 

「承継債務会社」とは、直接的または間接的に野村ホールディングス株式会社により100％保

有される会社を意味する。 

 

(Ⅱ) 保証会社の承継 

(a) 保証会社の承継に関する前提条件 

本外国指標連動証券に関連して、保証会社は、本外国指標連動証券の所持人の同意なしに、

承継保証会社（下記「(e) 承継保証会社」に定義する。）に代替しまたは承継することができ

る。ただし、以下の事項を条件とする。 
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(ⅰ)かかる承継が、野村ホールディングス株式会社およびその連結子会社またはそれにより構

成される企業グループ内の再編成による場合においてのみ行われること。 

(ⅱ)承継保証会社が、承継が完全な効力を有するために必要な書類（以下「保証会社承継書類」

という。）を作成し、当該書類の下で、（上記の一般性を制限することなく）承継保証会社

が、保証会社（または全ての前任の承継保証会社）に代わり、本外国指標連動証券の保証会

社として、本外国指標連動証券および代理契約にその名称が記載されていたかのように、本

外国指標連動証券の所持人のために、本外国指標連動証券の要項（下記(b)に記載の方法によ

る修正を含む。）および代理契約の規定に従うことを約束すること。 

(ⅲ)保証会社承継書類が、承継保証会社による以下の表明および保証を含むこと。 

(Ａ)かかる承継に必要な一切の企業、政府および規制当局による許可および同意ならびに保

証会社承継書類に基づく承継保証会社の義務の履行に必要な一切の企業、政府および規制

当局による許可および同意を取得しており、かかる許可および同意が全て完全に有効であ

ること。 

(Ｂ)保証会社承継書類に基づいて承継保証会社が負う義務は、いずれもそれぞれの条項に

従って法的に有効かつ拘束力を有していること。 

(ⅳ)本外国指標連動証券が上場されている各証券取引所、上場承認機関および／または取引相

場システム（もしあれば）が、提案されている承継保証会社の承継後も本外国指標連動証券

がかかる証券取引所、上場承認機関および／または取引相場システムにおいて引続き上場さ

れること、売買されることおよび／または取引が行われることを確認すること。 

(ⅴ)保証会社および（場合により）承継保証会社が、代理人に対し、ディーラーを宛先とした

以下の法律意見書を、保管のため交付しまたは交付させること。 

(Ａ)英国における主要な法律事務所から保証会社を代理して提出される、保証会社承継書類

が英国法に基づいて法的に有効かつ拘束力を有する保証会社および承継保証会社の義務を

構成する旨の法律意見書（かかる意見書は承継保証会社による保証会社の承継の日付の前

７日以内の日付で作成され、代理人の所定の事務所において本外国指標連動証券の所持人

による閲覧に供されることを要する。）。 

(Ｂ)日本における主要な法律事務所から保証会社を代理して提出される、日本法に基づき保

証会社が保証会社承継書類を締結する能力および権限を有している旨ならびに保証会社承

継書類が日本法に基づいて法的に有効かつ拘束力を有する保証会社の義務を構成する旨の

法律意見書（かかる意見書は承継保証会社による保証会社の承継の日付の前７日以内の日

付で作成され、代理人の所定の事務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に

供されることを要する。）。 

(Ｃ)承継保証会社の法域における主要な法律事務所から承継保証会社を代理して提出される、

当該法域における法律に基づいて承継保証会社が保証会社承継書類を締結する能力および

権限を有している旨の法律意見書、また承継保証会社が英国以外の法域に属する場合は、

保証会社承継書類が当該法律に基づいて法的に有効かつ拘束力を有する承継保証会社の義

務を構成する旨の法律意見書（かかる意見書は承継保証会社による保証会社の承継の日付

の前７日以内の日付で作成され、代理人の所定の事務所において本外国指標連動証券の所

持人による閲覧に供されることを要する。）。 

(ⅵ)本外国指標連動証券につき債務不履行事由が存在しないこと。 

(b) 承継保証会社による引受け 

上記(a)に定める保証会社承継書類が作成された場合、承継保証会社は、保証会社（または前

任の承継保証会社）に代わり、本外国指標連動証券の保証会社として本外国指標連動証券にそ
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の名称が記載されたものとみなされ、これに基づき、本外国指標連動証券は、承継が効力を有

するよう修正されたものとみなされる。保証会社（またはかかる前任の承継保証会社）は、保

証会社承継書類の作成をもって、本外国指標連動証券について保証会社としての一切の義務を

免除される。 

(c) 保証会社承継書類の預託 

本外国指標連動証券が未償還であり、かつ承継保証会社に対して本外国指標連動証券または

保証会社承継書類に関し本外国指標連動証券の所持人によりなされた請求につき終局判決、和

解または免責がなされていない限り、保証会社承継書類は、代理人に預託され保管される。保

証会社承継書類において承継保証会社は、各本外国指標連動証券の所持人が、本外国指標連動

証券または保証会社承継書類につき強制執行するため、保証会社承継書類を作成する権利を認

めるものとする。 

(d) 承継通知 

保証会社承継書類の作成後15日以内に、承継保証会社は、かかる承継について上記「９ 通知」

に従って、本外国指標連動証券の所持人に対して通知するものとする。 

(e) 承継保証会社 

「承継保証会社」とは、NEFの最終的な親会社であるかまたはNEFと最終的な親会社が同一で

ある会社のいずれかを意味する。ただし、後者の場合、承継日におけるかかる承継保証会社の

格付が、保証会社の格付以上である場合に限る。 

 

(3) 代理契約 

本外国指標連動証券は、発行会社としてのノムラ・バンク・インターナショナル・ピー・エ

ル・シーおよびNEF、保証会社としての野村ホールディングス株式会社および野村證券株式会社、

発行代理人兼主支払代理人および代理銀行としてのシティバンク・エヌ・エー・ロンドン（以下

「代理人」といい、承継者たる代理人を含む。）、代理契約に記載のその他の支払代理人（代理

人とあわせて以下「支払代理人」といい、追加の支払代理人または承継者たる支払代理人を含

む。）、代理契約に記載の計算代理人（以下「計算代理人」といい、承継者たる計算代理人を含

む。）ならびに代理契約に記載の受渡代理人（以下「受渡代理人」といい、追加の受渡代理人ま

たは承継者たる受渡代理人を含む。）の間の2013年８月５日付の変更および改訂済代理契約（以

下「代理契約」といい、随時修正、補完および／または改訂を含む。）に従い、その利益を享受

して発行される。 

 

(4) 様式、額面および所有権 

本外国指標連動証券は無記名式で発行され、円建てで、外国指標連動証券の額面金額は１万円

である。 

以下に記載される条件に従って、本外国指標連動証券の所有権は受渡により移転する。NEF、保

証会社、代理人、支払代理人および受渡代理人は、（満期が到来しているか否かを問わず、また、

本外国指標連動証券の所有に係る通知、または本外国指標連動証券の紛失もしくは盗失に係る券

面上の記載もしくは通知の有無にかかわらず）本外国指標連動証券の持参人をその完全な権利者

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

げない。 

当該時点においてユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルクの名簿に特定の額面

金額の当該本外国指標連動証券の所持人として登録されている者は、NEF、保証会社、支払代理人

および受渡代理人により全ての点（本外国指標連動証券の元金の支払に関する事項を除く。かか
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る事項については、大券の条項に従い、大券の所持人が、NEF、保証会社、支払代理人および受渡

代理人により当該本外国指標連動証券の所持人として取り扱われるものとし、「本外国指標連動

証券の所持人」およびこれに関連する用語はこれに従って解釈される。）において当該額面金額

の本外国指標連動証券の所持人として取り扱われる（この場合、いずれかの者の口座に貸記され

ている本外国指標連動証券の額面金額に関してユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセン

ブルクが発行した証明書その他の書類は、明白な誤りがある場合を除き、全ての点において、最

終的なものとして、拘束力を有するものとする。）。ユーロクリアまたはクリアストリーム・ル

クセンブルクの共通預託機関または共通保管機関により保管される大券により表章される本外国

指標連動証券は、その時点におけるユーロクリアまたは（場合により）クリアストリーム・ルク

センブルクのルールおよび手続に従ってのみ、これを譲渡することができる。 

本外国指標連動証券は、恒久大券の形態で発行され、確定券面に交換することはできない。 

NEFおよびディーラーが別途合意した場合を除き、次の文言が、全ての大券に記載される。 

「本証券を保有する合衆国人（合衆国内国歳入法に定義される。）は、内国歳入法第165(j)条

および第1287(a)条に定められる制限を含む合衆国所得税法上の制限に服する。」 

上記文言に言及された条文は、合衆国の本外国指標連動証券の所持人が、一定の例外を除き、

本外国指標連動証券に関する損失を税務上控除することができず、また、本外国指標連動証券に

係る売却、処分、償還または元本の支払による利益について譲渡益課税の適用を受けることがで

きない旨を定めている。 

 

(5) 代理人、支払代理人、計算代理人および受渡代理人 

代理人（発行代理人兼主支払代理人）、支払代理人、計算代理人および受渡代理人の名称なら

びにそれぞれの当初の所定の事務所は、以下のとおりである。 

代理人（発行代理人兼主支払代理人） 

シティバンク・エヌ・エー・ロンドン 

（Citibank, N.A., London） 

ロンドン市 E14 5LB、カナリー・ワーフ、カナダ・スクエア、シティグループ・センター 

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

支払代理人 

ノムラ・バンク（ルクセンブルク）エス・エー 

（Nomura Bank (Luxembourg) S.A.） 

エスペランジュ L-5826、ガスペリッシュ通り33番A棟 

（Bâtiment A, 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange） 

計算代理人 

ノムラ・インターナショナル・ピーエルシー 

（Nomura International plc） 

ロンドン市 EC4R 3AB エンジェル・レーン１ 

（1 Angel Lane, London EC4R 3AB） 

受渡代理人 

本外国指標連動証券については指定されていない。 

NEFおよび保証会社は、以下の全ての条件を満たす場合には、支払代理人、計算代理人および／

もしくは受渡代理人の指名を変更もしくは終了させる権利ならびに／または追加のもしくはその

他の支払代理人、計算代理人もしくは受渡代理人を指名する権利ならびに／または支払代理人、

計算代理人もしくは受渡代理人の所定の事務所の変更を承認する権利を有する。 
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(ⅰ)NEFが設立された法域を除くヨーロッパ大陸内に支払代理人を常置すること。 

(ⅱ)計算代理人が任命された本外国指標連動証券に関し計算代理人を常置すること。 

(ⅲ)代理人を常置すること。 

(ⅳ)欧州連合理事会指令2003／48／EC、または当該指令の実施もしくは遵守のための法律もし

くは当該指令に適合させるために制定された法律に基づく公租公課の源泉徴収または控除

を行う義務を負うことのない欧州連合の加盟国内に支払代理人を常置すること。 

変更、終了、指名または移行は、上記「９ 通知」に従って、本外国指標連動証券の所持人に対

する30日以上45日以内の事前の通知がなされた後にのみ（(ⅰ)支払不能の場合、または(ⅱ)支払

代理人が、内国歳入法第1471条から第1474条までの規定、かかる条項に基づく規則もしくは合意、

もしくはかかる条項の公的な解釈に従って定義される「外国金融機関」であり、「パススルー支

払」に対する源泉徴収税の施行日以降に「参加外国金融機関」とはならないかもしくは同日以降

に「参加外国金融機関」ではなくなる場合（上記の用語は内国歳入法第1471条から第1474条まで

の規定、かかる条項に基づく規則もしくは合意、もしくはかかる条項の公的な解釈に従い定義さ

れる。）には、「パススルー支払」に対する源泉徴収税の施行日以降、いずれの場合も直ちに）

効力を生じるものとする。 

代理人、その他の支払代理人、計算代理人および受渡代理人は、代理契約に基づき職務を行う

際に、NEFおよび保証会社の代理人としてのみ職務を行い、本外国指標連動証券の所持人に対して

義務を負わず、また、本外国指標連動証券の所持人と代理または信託の関係を有しない。ただし、

（本外国指標連動証券の所持人に対し本外国指標連動証券の償還の支払をするNEFまたは場合によ

り保証会社の義務に影響を及ぼすことなく）本外国指標連動証券に関して期限が到来した額の支

払のために代理人が受領した資金は、上記「10 消滅時効」に定められた消滅時効期間が満了する

まで、代理人が本外国指標連動証券の所持人のために保管する。代理契約は、一定の事情の下で

の代理人、支払代理人、計算代理人および受渡代理人に対する補償およびそれらの責任免除のた

めの規定を含んでおり、また、代理人およびその他の支払代理人がNEFおよび保証会社との間で営

業上の取引を行うことができ、かかる取引から生じた利益を本外国指標連動証券の所持人に帰属

させる義務を負わない旨の規定を含んでいる。代理契約には、代理人が吸収合併もしくは組織変

更を行った事業体、代理人との間で新設合併を行った事業体または代理人がその資産のほぼ全て

を譲渡した事業体を承継代理人として認める条項が規定されている。 

 

(6) 追加発行 

NEFは、本外国指標連動証券の所持人の同意を得ることなく、全ての点（またはその発行総額、

および発行価格を除く全ての点）において本外国指標連動証券と同じ要項の社債を随時成立させ

発行し、かかる社債を未償還の本外国指標連動証券と統合して単一のシリーズとすることができ

る。 
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指数の概要 

 

ダウ・ジョーンズ工業株価平均™（Dow Jones Industrial Average™ - DJIA-） 

1896年に誕生したこの指数はダウ®の名称でも呼ばれており、米国を代表する優良企業30銘柄の株価加重

指数である。この指数は、輸送株および公共株を除く全ての業種をカバーしている（輸送株および公共

株については、ダウ・ジョーンズ 輸送株価平均™およびダウ・ジョーンズ 公共株価平均™でカバーされ

ている）。銘柄選択は定量的なルールに従ったものではないが、採用銘柄は主として、企業の評判が高

く、持続的な成長を達成し、多くの投資家が高い関心を示すものに限られている。また、銘柄選択にお

いては指数内で適切なセクター配分を維持できることも考慮されている。 

 

指数の計算 

この指数は、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスの全ての株価指数において使用される除数メソドロ

ジーに従って計算される。 

この指数が最初に構築されたときには、指数の価値は単純に構成銘柄の株価を合計し、構成銘柄の数で

除することにより計算された。今日では、除数を調整することで、株式分割やその他の構成銘柄変更の

影響を抑え、指数の連続性を維持している。 

 

構成銘柄の選出方法 

ウォール・ストリート・ジャーナルの編集担当者たちが、構成する銘柄を選出する。工業（industrial）

という意味に対しては広範な考えを持ち、鉄道と公共事業以外の会社であれば、全ての会社が対象とな

る。（ダウ・ジョーンズ平均株価には工業株の他に鉄道株、公共株の指数がある。）ダウ平均に加える

新しい企業の選出にあたっては膨大な数の企業の中から、企業の継続的な成長性や投資家たちの関心を

考慮に入れて選出する。ただし、指数の連続性を維持するため、構成銘柄の変更は稀であり、通常は構

成銘柄の企業のコア・ビジネスにおいて買収やその他の重大な変化があった場合に構成銘柄が変更され

る。そうしたイベントにより、一つの銘柄を入れ替える必要が生じた場合、指数全体が審査されて、そ

の結果、いくつかの構成銘柄の変更が同時に行われることもある。  

 

ダウ・ジョーンズ工業株価平均 レバレッジ(２倍)・インデックス(円ヘッジ) 

ダウ・ジョーンズ工業株価平均 インバース(－１倍)・インデックス(円ヘッジ) 

ダウ・ジョーンズ工業株価平均 レバレッジ(２倍)・インデックス(円ヘッジ)およびダウ・ジョーンズ工

業株価平均 インバース(－１倍)・インデックス(円ヘッジ)では、標準的な方法を適用することにより、

為替リスクのヘッジを行い、ダウ・ジョーンズ工業株価平均に対するレバレッジもしくはインバース・

エクスポージャーを提供する。 

 

為替ヘッジ指数 

S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスの標準為替ヘッジ指数は、１ヶ月ごとにロールオーバーされる先

渡取引を利用し、期初におけるバランスをヘッジすることで計算される。ヘッジされる額は毎月調整さ

れる。 

 

毎月の為替ヘッジ指数の計算 

m = 計算における月、０、１、２などの数字で示される。 

SPI_EHm = m月の末におけるS&Pダウ・ジョーンズ・インデックスの為替ヘッジ指数の水準 

SPI_EHm-1 = 前月(m-1)末におけるS&Pダウ・ジョーンズ・インデックスの為替ヘッジ指数の水準 
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SPI_Em = m月の末におけるS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスの指数の水準（外貨建て） 

SPI_Em-1 = 前月(m-1)末におけるS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスの指数の水準（外貨建て） 

SPI_ELm-1 = 前月(m-1)末におけるS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスの指数の水準（現地通貨建て） 

HRm = m月におけるヘッジ・リターン（％） 

Sm = m月の末における現地通貨に対する外貨のスポット・レート（FC/LC） 

Fm = m月の末における現地通貨に対する外貨の先渡レート（FC/LC） 

 

m = 1 の月の末において 

 
SPI_EH1 = SPI_EH0 ×（SPI_E1 /SPI_E0 ＋ HR1） 

 

m月の末において 

 

SPI_EHm = SPI_EHm-1 ×（SPI_Em /SPI_Em-1 ＋ HRm） 

 

月次の為替ヘッジ指数のヘッジ・リターンは： 

 

HRm = (Sm-1/ Fm-1)-(Sm-1/ Sm) 

 

日次のリターンはスポット価格と先渡価格の間で内挿することにより計算される。 

各m月について、d=1,2,3,・・・Dの暦日がある。 

mdはm月におけるd日であり、m0はm-1月における最終日である。 

F_Imd = m 月のd 日時点における内挿された先渡レート 

 

F_Imd = Smd + (D-d)/D ×( Fmd - Smd) 

 

m 月のd 日において 

 

SPI_EHmd = SPI_EHm0 ×（SPI_Emd /SPI_Em0 ＋ HRmd） 

 

月次の為替ヘッジ指数のヘッジ・リターンは： 

 

HRm = (Sm０/ Fm０)-( Sm０/ F_Imd) 

 

レバレッジ指数の計算方法 

S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスのレバレッジ指数は、対象指数の複数倍のリターンを生み出すよ

うに設計されており、投資家はキャッシュ・ポジションを超えたエクスポージャーを得るために資金を

借り入れる。アプローチとしては、まず対象指数を計算し、その次にレバレッジ指数の日次リターンを

計算し、最後に、日次リターンにより前回の価値を増加させることにより、レバレッジ指数の現在の価

値を計算する。  

レバレッジ指数の日次リターンは２つの部分から構成される：（１）対象指数のトータル・ポジション

のリターンから、（２）レバレッジのための借入コストを減じる： 
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レバレッジ指数の数式は以下のようになる： 

 

レバレッジ指数のリターン＝K×[対象指数(t)/対象指数(t-1) -1]-(K-1)×（借入金利/360）×D(t,t-1) 

 

上記の式で、借入金利がレバレッジ指数に適用されている。これは、借入資金を表す。これを踏まえ、

時間tにおけるレバレッジ指数価値は以下のように計算される： 

 

レバレッジ指数の価値(t)＝（レバレッジ指数の価値(t-1)）×（1＋レバレッジ指数のリターン） 

 

指数リターンの数式を指数価値の数式に代入し、指数価値の数式の右辺を拡大させると以下のようにな

る： 

 

レバレッジ指数の価値(t)＝（レバレッジ指数の価値(t-1)） 

×[1 + [K×[対象指数(t)/対象指数(t-1) - 1] - (K-1)×（借入金利/360）×D(t,t-1)] ] 

 

K = レバレッジ・レシオ 

K = 2, エクスポージャー = 200％ 

 

借入金利 = ３ヶ月日本円TIBOR(TI0003M) 

Dt, t-1 = t とt-1 の日付の間の暦日数 

 

ダウ・ジョーンズ工業株価平均 レバレッジ(２倍)・インデックス(円ヘッジ)(DJIA2LJP)は、ダウ・

ジョーンズ工業株価平均（プライス・リターン、円ヘッジ）(DJIHJP)の２倍のレバレッジがかかってお

り、DJIA2LJPの数式は以下のようになる。 

 

DJIA2LJP(t)=  

DJIA2LJP(t-1)×[1+[2×[DJIHJP(t)/ DJIHJP(t-1)-1]-(2-1)×[TI0003M/360]×D(t,t-1)] ] 

 

インバース指数の計算方法  

S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスのインバース指数は、対象指数のショート・ポジションを保有す

ることにより、対象指数と反対のパフォーマンスを提供するように設計されている。投資家がショー

ト・ポジションを保有する場合、借株の配当と金利を支払う必要がある。指数の計算はレバレッジ指数

と同様の一般的なアプローチに従っており、いくつか調整が行われる：第一に、対象指数のリターンは

プラスマイナスが逆となり、対象指数のトータル・リターンに基づくものとなるため、配当や価格の動

きが含まれる。第二に、借株コストは含まれないが、初期投資から得られる金利と、対象指数の証券の

空売りから生じる収益から得られる金利を反映するために調整が行われる。こうした前提は業界におけ

る通常の慣習を反映している。（借株コストを含めるため、或いは空売りによる収益から得られる金利

や初期投資から得られる金利を除外するため、単純な調整を行うことができる。） 
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インバース指数のリターンを計算するための一般的な数式は： 

 

インバース指数のリターン＝ 

-K×[対象指数のトータルリターン(t)/対象指数のトータルリターン(t-1) - 1] 

 + (K+1)×(貸出金利/360)×D(t,t-1) 

 

ここで、右辺の最初の項は対象指数のトータル・リターンを示し、右辺の２つ目の項は初期投資から得

られる金利および空売りによる収益から得られる金利を示している。 

 

時間tにおけるインバース指数価値は以下のように計算される： 

インバース指数の価値(t) ＝（インバース指数の価値(t-1)）×（1＋インバース指数のリターン） 

 

指数リターンの数式を指数価値の数式に代入し、指数価値の数式の右辺を拡大させると以下のようにな

る： 

インバース指数の価値(t) ＝（インバース指数の価値(t-1)） 

×[1-[K×[対象指数のトータルリターン(t)/ 対象指数のトータルリターン(t-1) -1]  

-(K+1)×(貸出金利/360)×D(t,t-1)] ] 

 

K = レバレッジ・レシオ 

K = 1, エクスポージャー = 100％ 

 

貸出金利 = ３ヶ月日本円TIBOR(TI0003M) 

Dt, t-1 = t とt-1 の日付の間の暦日数 

 

ダウ・ジョーンズ工業株価平均 インバース(－１倍)・インデックス(円ヘッジ)(DJIAIJT)は、ダウ・

ジョーンズ工業株価平均（トータル・リターン、円ヘッジ）(DJIHJT)のインバース・バージョンである。

DJIAIJTの数式は以下のようになる。 

 

DJIAIJT(t)=  

DJIAIJT(t-1)×[1- [1×[DJIHJT(t)/ DJIHJT(t-1)-1]-(1+1)×[TI0003M/360]×D(t,t-1)] ] 

 

レバレッジ指数の値動きについて 

レバレッジ指数は、日々の騰落率が元の指数の騰落率の２倍として計算された指数である。したがって、

以下の例に示すように、レバレッジ指数の騰落率と元の指数の騰落率とは、２日以上離れた日との比較

においては、一般に「２倍」とならないので、十分留意すべきである。 
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＜１＞ ダウ・ジョーンズ工業株価平均（円ヘッジ）が、１日目「下落」、２日目「上昇」の場合 

 

 

 
＜２＞ ダウ・ジョーンズ工業株価平均（円ヘッジ）が、１日目「上昇」、２日目「下落」の場合 

 

 

 

日々の値動き 基準日からの値動き

1日目 2日目 1日目 2日目

ﾀﾞｳ・ｼﾞｮｰﾝｽﾞ工業株価平均(円ﾍｯｼﾞ) -5% 10% ﾀﾞｳ・ｼﾞｮｰﾝｽﾞ工業株価平均(円ﾍｯｼﾞ) -5% 4.5%

ﾀﾞｳ・ｼﾞｮｰﾝｽﾞ工業株価平均

ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞ(2倍)・ｲﾝﾃﾞｯｸｽ(円ﾍｯｼﾞ)
-10% 20%

ﾀﾞｳ・ｼﾞｮｰﾝｽﾞ工業株価平均

ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞ(2倍)・ｲﾝﾃﾞｯｸｽ(円ﾍｯｼﾞ)
-10% 8%

80

85

90

95

100

105

110

基準日 1日目 2日目

ﾀﾞｳ・ｼﾞｮｰﾝｽﾞ工業株価平均(円ﾍｯｼﾞ)

ﾀﾞｳ・ｼﾞｮｰﾝｽﾞ工業株価平均ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞ(2倍)・ｲﾝﾃﾞｯｸｽ(円ﾍｯｼﾞ)

日々の値動き 基準日からの値動き

1日目 2日目 1日目 2日目

ﾀﾞｳ・ｼﾞｮｰﾝｽﾞ工業株価平均(円ﾍｯｼﾞ) 5% -10% ﾀﾞｳ・ｼﾞｮｰﾝｽﾞ工業株価平均(円ﾍｯｼﾞ) 5% -5.5%

ﾀﾞｳ・ｼﾞｮｰﾝｽﾞ工業株価平均

ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞ(2倍)・ｲﾝﾃﾞｯｸｽ(円ﾍｯｼﾞ)
10% -20%

ﾀﾞｳ・ｼﾞｮｰﾝｽﾞ工業株価平均

ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞ(2倍)・ｲﾝﾃﾞｯｸｽ(円ﾍｯｼﾞ)
10% -12%

85

90

95

100

105

110

115

基準日 1日目 2日目

ﾀﾞｳ・ｼﾞｮｰﾝｽﾞ工業株価平均(円ﾍｯｼﾞ)

ﾀﾞｳ・ｼﾞｮｰﾝｽﾞ工業株価平均ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞ(2倍)・ｲﾝﾃﾞｯｸｽ(円ﾍｯｼﾞ)
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＜３＞ ダウ・ジョーンズ工業株価平均（円ヘッジ）が、１日目「上昇」、２日目「上昇」の場合 

 

 

 
＜４＞ ダウ・ジョーンズ工業株価平均（円ヘッジ）が、１日目「下落」、２日目「下落」の場合 

 

 

 

※これらの例示は、ダウ・ジョーンズ工業株価平均（円ヘッジ）の値動きとダウ・ジョーンズ工業株価

平均 レバレッジ(２倍)・インデックス（円ヘッジ）の値動きの関係を説明するための計算例であり、実

際の値動きを示したものではない。 

実際の本受益権の基準価額および本外国指標連動証券の償還価額は、管理費用等のコスト負担や追加設

定・一部解約の影響などにより、運用目標が完全に達成できるとは限らない。 

また、本受益権の市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まるため、本受益権

の基準価額および本外国指標連動証券の償還価額の値動きとは必ずしも一致するものではない。 

 

インバース指数の値動きについて 

インバース指数は、日々の騰落率が元の指数の騰落率の－１（マイナス１）倍として計算された指数で

ある。したがって、以下の例に示すように、インバース指数の騰落率と元の指数の騰落率とは、２日以

上離れた日との比較においては、一般に「－１倍」とならないので、十分留意すべきである。 

 

日々の値動き 基準日からの値動き

1日目 2日目 1日目 2日目

ﾀﾞｳ・ｼﾞｮｰﾝｽﾞ工業株価平均(円ﾍｯｼﾞ) 5% 10% ﾀﾞｳ・ｼﾞｮｰﾝｽﾞ工業株価平均(円ﾍｯｼﾞ) 5% 15.5%

ﾀﾞｳ・ｼﾞｮｰﾝｽﾞ工業株価平均

ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞ(2倍)・ｲﾝﾃﾞｯｸｽ(円ﾍｯｼﾞ)
10% 20%

ﾀﾞｳ・ｼﾞｮｰﾝｽﾞ工業株価平均

ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞ(2倍)・ｲﾝﾃﾞｯｸｽ(円ﾍｯｼﾞ)
10% 32%

95

100

105

110

115

120

125

130

135

基準日 1日目 2日目

ﾀﾞｳ・ｼﾞｮｰﾝｽﾞ工業株価平均(円ﾍｯｼﾞ)

ﾀﾞｳ・ｼﾞｮｰﾝｽﾞ工業株価平均ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞ(2倍)・ｲﾝﾃﾞｯｸｽ(円ﾍｯｼﾞ)

日々の値動き 基準日からの値動き

1日目 2日目 1日目 2日目

ﾀﾞｳ・ｼﾞｮｰﾝｽﾞ工業株価平均(円ﾍｯｼﾞ) -5% -10% ﾀﾞｳ・ｼﾞｮｰﾝｽﾞ工業株価平均(円ﾍｯｼﾞ) -5% -14.5%

ﾀﾞｳ・ｼﾞｮｰﾝｽﾞ工業株価平均

ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞ(2倍)・ｲﾝﾃﾞｯｸｽ(円ﾍｯｼﾞ)
-10% -20%

ﾀﾞｳ・ｼﾞｮｰﾝｽﾞ工業株価平均

ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞ(2倍)・ｲﾝﾃﾞｯｸｽ(円ﾍｯｼﾞ)
-10% -28%

70

75

80

85

90

95

100

105

110

基準日 1日目 2日目

ﾀﾞｳ・ｼﾞｮｰﾝｽﾞ工業株価平均(円ﾍｯｼﾞ)

ﾀﾞｳ・ｼﾞｮｰﾝｽﾞ工業株価平均ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞ(2倍)・ｲﾝﾃﾞｯｸｽ(円ﾍｯｼﾞ)
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＜５＞ ダウ・ジョーンズ工業株価平均（円ヘッジ）が、１日目「下落」、２日目「上昇」の場合 

 

 

 

＜６＞ ダウ・ジョーンズ工業株価平均（円ヘッジ）が、１日目「上昇」、２日目「下落」の場合 

 

 

 

日々の値動き 基準日からの値動き

1日目 2日目 1日目 2日目

ﾀﾞｳ・ｼﾞｮｰﾝｽﾞ工業株価平均(円ﾍｯｼﾞ) -5% 10% ﾀﾞｳ・ｼﾞｮｰﾝｽﾞ工業株価平均(円ﾍｯｼﾞ) -5% 4.5%

ﾀﾞｳ・ｼﾞｮｰﾝｽﾞ工業株価平均

ｲﾝﾊﾞｰｽ(-1 倍)・ｲﾝﾃﾞｯｸｽ(円ﾍｯｼﾞ)
5% -10%

ﾀﾞｳ・ｼﾞｮｰﾝｽﾞ工業株価平均

ｲﾝﾊﾞｰｽ(-1 倍)・ｲﾝﾃﾞｯｸｽ(円ﾍｯｼﾞ)
5% -5.5%

90

95

100

105

110

基準日 1日目 2日目

ﾀﾞｳ・ｼﾞｮｰﾝｽﾞ工業株価平均(円ﾍｯｼﾞ)

ﾀﾞｳ・ｼﾞｮｰﾝｽﾞ工業株価平均ｲﾝﾊﾞｰｽ(-1 倍)・ｲﾝﾃﾞｯｸｽ(円ﾍｯｼﾞ)

日々の値動き 基準日からの値動き

1日目 2日目 1日目 2日目

ﾀﾞｳ・ｼﾞｮｰﾝｽﾞ工業株価平均(円ﾍｯｼﾞ) 5% -10% ﾀﾞｳ・ｼﾞｮｰﾝｽﾞ工業株価平均(円ﾍｯｼﾞ) 5% -5.5%

ﾀﾞｳ・ｼﾞｮｰﾝｽﾞ工業株価平均

ｲﾝﾊﾞｰｽ(-1 倍)・ｲﾝﾃﾞｯｸｽ(円ﾍｯｼﾞ)
-5% 10%

ﾀﾞｳ・ｼﾞｮｰﾝｽﾞ工業株価平均

ｲﾝﾊﾞｰｽ(-1 倍)・ｲﾝﾃﾞｯｸｽ(円ﾍｯｼﾞ)
-5% 4.5%

90

95

100

105

110

基準日 1日目 2日目

ﾀﾞｳ・ｼﾞｮｰﾝｽﾞ工業株価平均(円ﾍｯｼﾞ)

ﾀﾞｳ・ｼﾞｮｰﾝｽﾞ工業株価平均ｲﾝﾊﾞｰｽ(-1 倍)・ｲﾝﾃﾞｯｸｽ(円ﾍｯｼﾞ)
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＜７＞ ダウ・ジョーンズ工業株価平均（円ヘッジ）が、１日目「上昇」、２日目「上昇」の場合 

 

 

 

＜８＞ ダウ・ジョーンズ工業株価平均（円ヘッジ）が、１日目「下落」、２日目「下落」の場合 

 

 

 

※これらの例示は、ダウ・ジョーンズ工業株価平均（円ヘッジ）の値動きとダウ・ジョーンズ工業株価

平均 インバース(－１倍)・インデックス（円ヘッジ）の値動きの関係を説明するための計算例であり、

実際の値動きを示したものではない。 

実際の本受益権の基準価額および本外国指標連動証券の償還価額は、管理費用等のコスト負担や追加設

定・一部解約の影響などにより、運用目標が完全に達成できるとは限らない。 

また、本受益権の市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まるため、本受益権

の基準価額および本外国指標連動証券の償還価額の値動きとは必ずしも一致するものではない。 

 

日々の値動き 基準日からの値動き

1日目 2日目 1日目 2日目

ﾀﾞｳ・ｼﾞｮｰﾝｽﾞ工業株価平均(円ﾍｯｼﾞ) 5% 10% ﾀﾞｳ・ｼﾞｮｰﾝｽﾞ工業株価平均(円ﾍｯｼﾞ) 5% 15.5%

ﾀﾞｳ・ｼﾞｮｰﾝｽﾞ工業株価平均

ｲﾝﾊﾞｰｽ(-1 倍)・ｲﾝﾃﾞｯｸｽ(円ﾍｯｼﾞ)
-5% -10%

ﾀﾞｳ・ｼﾞｮｰﾝｽﾞ工業株価平均

ｲﾝﾊﾞｰｽ(-1 倍)・ｲﾝﾃﾞｯｸｽ(円ﾍｯｼﾞ)
-5% -14.5%
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90

95

100

105

110

115

120

基準日 1日目 2日目

ﾀﾞｳ・ｼﾞｮｰﾝｽﾞ工業株価平均(円ﾍｯｼﾞ)

ﾀﾞｳ・ｼﾞｮｰﾝｽﾞ工業株価平均ｲﾝﾊﾞｰｽ(-1 倍)・ｲﾝﾃﾞｯｸｽ(円ﾍｯｼﾞ)

日々の値動き 基準日からの値動き

1日目 2日目 1日目 2日目

ﾀﾞｳ・ｼﾞｮｰﾝｽﾞ工業株価平均(円ﾍｯｼﾞ) -5% -10% ﾀﾞｳ・ｼﾞｮｰﾝｽﾞ工業株価平均(円ﾍｯｼﾞ) -5% -14.5%

ﾀﾞｳ・ｼﾞｮｰﾝｽﾞ工業株価平均

ｲﾝﾊﾞｰｽ(-1 倍)・ｲﾝﾃﾞｯｸｽ(円ﾍｯｼﾞ)
5% 10%

ﾀﾞｳ・ｼﾞｮｰﾝｽﾞ工業株価平均

ｲﾝﾊﾞｰｽ(-1 倍)・ｲﾝﾃﾞｯｸｽ(円ﾍｯｼﾞ)
5% 15.5%
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100
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110
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120

基準日 1日目 2日目

ﾀﾞｳ・ｼﾞｮｰﾝｽﾞ工業株価平均(円ﾍｯｼﾞ)

ﾀﾞｳ・ｼﾞｮｰﾝｽﾞ工業株価平均ｲﾝﾊﾞｰｽ(-1 倍)・ｲﾝﾃﾞｯｸｽ(円ﾍｯｼﾞ)
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東証マザーズ指数 

東証マザーズ指数は、主にマザーズ市場に上場していた内国普通株式およびグロース市場に上場する内

国普通株式を対象とする浮動株調整後時価総額加重型の株価指数である。基準日は2003年９月12日、基

準値は1,000ポイントである。 

 

東証マザーズ指数の算出に用いる浮動株比率は、後述のキャップ調整係数および移行係数考慮後の値を

用いる。 

個別銘柄のウエイト上限は20％である。キャップ調整に係るウエイト計算における基準日（以下本項に

おいて「ウエイト基準日」という。）における浮動株時価総額ウエイトが上限を超える銘柄については、

10月最終営業日にキャップ調整係数を設定する。その後に株価の変動等により上限を超える場合も翌年

の10月最終営業日までキャップ調整係数は変更しないものとする。 

 

算出対象の追加・除外 

・算出対象の定期入替は毎年１回（10月最終営業日）行われる。 

・定期入替に係る基準日（以下本項において「定期入替基準日」という。）およびウエイト基準日は、

毎年８月最終営業日とし、以下の手順により構成銘柄が決定される。 

▽ 定期入替基準日時点における東証グロース市場指数の構成銘柄を母集団とする。 

ただし、以下のいずれかに該当する銘柄は母集団から除外する。 

 定期入替基準日において、整理銘柄に指定されていること。 

 定期入替基準日において、特設注意市場銘柄に指定されていること。 

 定期入替基準日において、上場市場を変更することが公表されていること。 

 定期入替基準日において、TOPIX（東証株価指数）の構成銘柄に含まれていること。 

▽ 母集団からの除外の条件は、原則として、定期入替基準日から定期入替結果の発表までの間に該

当することが判明した銘柄を含む。 

▽ 基準日における上場時価総額の大きい順に250銘柄を構成銘柄として選定する。ただし、母集団の

総数が300を下回る場合、母集団の総数から50を減じた銘柄数を選定する。 

 

2022年10月の定期入替の特例 

・指標の継続性の観点から、2022年10月の定期入替の結果、除外となる銘柄については、段階的ウエイ

ト低減銘柄とし、2022年10月最終営業日から四半期ごとの最終営業日に、３段階で構成比率を調整し、

2023年４月最終営業日に除外する。 

・段階的ウエイト低減銘柄は、浮動株比率に下記の移行係数を乗じて構成比率を調整する。 
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投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項 

 

本受益権または本外国指標連動証券に関するリスク要因 

 

本受益権の信託財産である本外国指標連動証券は、発行会社の担保の裏付けがない証券であり、担保付

債務ではない。また本外国指標連動証券および／または本受益権のリターンは、各本外国指標連動証券

および／または各本受益権の連動指標であるダウ・ジョーンズ工業株価平均 レバレッジ(２倍)・イン

デックス(円ヘッジ)、ダウ・ジョーンズ工業株価平均 インバース(－１倍)・インデックス(円ヘッジ)お

よび東証マザーズ指数（以下個別にまたは総称して「本指数」または「連動先指数」という。）のパ

フォーマンスに連動している。本外国指標連動証券および／または本受益権に投資することは、連動先

指数の構成銘柄に直接投資することと同じではない。 

 

本「投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項」の項では、本受益権への投資を検討するに

あたり投資家になろうとする者が考慮すべきリスク要因について記載する。投資家は、本受益権に投資

する前に、以下に記載のリスクに関する情報のほか、本書中に記載のその他の情報を熟読すべきである。 

 

以下に明示されているリスクは、本受益権への投資に内在する主要なリスクを説明したものである。以

下に明示されている各リスクは、発行会社の事業、業務、財務状態または見通しに重大な悪影響を及ぼ

す可能性があり、結果的には投資家が本受益権に関して受領するリターンに重大な悪影響を及ぼす可能

性がある。さらに以下に明示されている各リスクは、本外国指標連動証券および／または本受益権の取

引価格または本受益権に基づく投資家の権利に悪影響を及ぼすおそれがあり、その結果、投資家は投資

の全部または一部を失うおそれがある。 

 

本受益権に投資しようとする者は、下記のリスクが、発行会社が直面しているリスクまたは本外国指標

連動証券および／または本受益権の性質により生じうるリスクの全てではない点に留意するべきである。

発行会社は、その業務および発行されうる本外国指標連動証券に関連するリスクのうち、自らが重要で

あると考えるリスクのみを記載している。発行会社が現在重要でないと考えている、または現在認識し

ていないその他のリスクが存在する可能性があり、これらのいずれかが投資家が本受益権に関して受領

するリターンに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。本受益権に投資しようとする者は、本外国指標連

動証券および／または本受益権に関するリスクを十分に理解できない場合、別途投資に関する助言を求

めるべきである。 

 

発行会社または保証会社の信用リスク 

 

本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の償還金額の支払は発行会社または保証会社の義務と

なっている。したがって、発行会社または保証会社の倒産や財務状況の悪化等により発行会社または保

証会社が本外国指標連動証券の償還金額を支払わず、または支払うことができない場合には、投資家は

損失を被りまたは投資元本を割り込むことがあり、投資元本の全てを失うこともある。 
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信用格付の引き下げは、本外国指標連動証券および／または本受益権の価格の低下につながるおそれが

ある 

 

本外国指標連動証券および／または本受益権の価値は、部分的に、発行会社または保証会社の信用力に

対する投資家の一般的な評価の影響を受けると予想される。格付機関は発行会社または保証会社の格付

けの引下げや取消を行い、または格下げの可能性ありとして「クレジット・ウォッチ」に指定されるこ

とがある。その結果、本外国指標連動証券および／または本受益権の価格の低下につながるおそれがあ

る。 

 

満期時または償還時の連動先指数の水準が、開始日時点の当該指数の水準を上回った場合でも、投資家

が受領する金額が本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の元本を割り込む場合がある 

 

本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の管理費用は、本外国指標連動証券の満期時または償還

時において投資家が受領する償還金額を減少させ、また管理費用および償還手数料は任意償還または期

限前償還において投資家が受領する償還金額を減少させるため、投資家が本外国指標連動証券の満期時

または償還時において少なくとも投資元本を受領するには、本外国指標連動証券および／または本受益

権の連動指標である本指数の数値が上昇する必要がある。償還価額の決定に際して管理費用は毎日計算

され参考終値から差し引かれるため、手数料の正味の影響は時間の経過とともに累積されていくもので

あり、本書に定められる所定の年率にて差し引かれる。したがって、本指数の水準が上昇しない場合も

しくは本外国指標連動証券および／もしくは本受益権の連動指標である本指数の水準の上昇が管理費用

（任意償還もしくは期限前償還の場合には、それに加え償還手数料）のマイナスの影響を相殺するのに

十分なものでない場合、または本外国指標連動証券および／もしくは本受益権の連動指標である本指数

の水準が低下した場合には、投資家が満期時または償還時において受領する金額が投資元本を下回り、

またはゼロになる可能性がある。 

 

本受益権の上場廃止その他本信託の終了事由が発生した場合に投資家が受領する金額は、本受益権の信

託財産である本外国指標連動証券の満期まで本受益権を保有していた場合に受領し得た金額よりも少な

い可能性がある 

 

本受益権の上場廃止その他本信託の終了事由が発生した場合、投資家は、残余財産として本外国指標連

動証券の償還価額相当額を受領することが予定されている。この場合に投資家が受領する金額は、本受

益権の信託財産である本外国指標連動証券の満期までに本受益権を保有していた場合に受領し得た金額

よりも少ない可能性がある。 

 

本受益権の市場価格と、本受益権の基準価額および本外国指標連動証券の償還価額の値動きは乖離する

可能性がある 

 

本受益権の市場価格は、市場での需給等に左右されるため、連動対象となる指標の値動きや本受益権の

基準価額および本外国指標連動証券の償還価額の値動きと乖離する可能性がある。なお、本受益権の基

準価額は、本受益権１口当たりの信託財産の評価額であり、本外国指標連動証券１券面の額面金額当た

りの償還価額を受益権付与率で除することにより算出される（小数点以下は切り上げる。）。 
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投資家は本受益権の信託財産である本外国指標連動証券に関して利息の支払を受けるものではなく、本

指数に含まれる契約に関していかなる権利も有さない 

 

投資家は、本受益権の信託財産である本外国指標連動証券に関して定期的な利息の支払を受けない。投

資家は、本外国指標連動証券および／または本受益権の連動指標である本指数に含まれる指数構成銘柄

に投資している投資家であれば有する権利を有さない。 

 

本外国指標連動証券および／または本受益権の時価は、多数の予測不能な要因の影響を受けるおそれが

ある 

 

本外国指標連動証券および／または本受益権の時価は、購入日以降、変動するおそれがある。また投資

家は、本受益権を市場で売却した場合には多額の損失を被るおそれがある。発行会社は、一般にどの要

因よりも本外国指標連動証券および／または本受益権の時価に影響を及ぼすのは、連動先指数の構成銘

柄および本指数自体の価値であると考えている。複数のその他の要因（その多くは発行会社のコント

ロールが及ばないものである。）が本外国指標連動証券および／または本受益権の時価に影響を及ぼす

こととなる。本外国指標連動証券および／または本受益権の時価に影響を及ぼす主な要因としては、以

下が挙げられる。 

・連動先指数の水準 

・本受益権の市場における需給状態（本受益権のマーケット・メーカーにおける在庫ポジションを含

む。） 

・本外国指標連動証券の満期までの残存期間 

・金利 

・認識されている発行会社または保証会社の信用力 

・上場および店頭取引の株式デリバティブ市場における需給状態 

・同じ連動先指数を対象とする仕組商品市場における需給状態およびヘッジ活動 

これらの要因は複雑な形で相互に関係している場合があり、一つの要因が本外国指標連動証券および／

または本受益権の時価に及ぼす影響によって別の要因の影響が相殺されたり、または別の要因の影響が

拡大する場合がある。 

 

本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の期限前償還または消却 

 

本外国指標連動証券は、調整事由の発生、債務不履行事由の発生または発行会社による本外国指標連動

証券に基づく債務の履行の全部もしくは一部が違法になったかもしくは物理的に実行不可能になった場

合その他の要因により、期限前償還金額の支払をすることにより期限前償還される可能性がある。かか

る期限前償還金額は、いかなる場合であっても、本外国指標連動証券の償還または消却に関連して発行

会社によりまたは発行会社に代わって負担された（または負担される予定の）一切の費用、損失および

経費（もしあれば）（ヘッジ解約費用を含み、これらに限定されない。）が差し引かれる。かかる費用、

損失および経費は、本外国指標連動証券の所持人が償還または消却時に受領する金額を減少させ、期限

前償還金額をゼロまで減少させる可能性がある。発行会社は、何らかの、または特定の方法でヘッジ取

引を行う義務を負っておらず、費用、損失および経費が最低限となる（または最低限となることが期待

される）方法でヘッジ取引を行うことを要求されない。 

 

-120-



インデックス・スポンサーの方針、ならびに連動先指数の構成および評価に影響を及ぼす変更は、本外

国指標連動証券および／または本受益権に対して支払われる金額ならびにその時価に影響を及ぼすおそ

れがある 

 

連動先指数の水準の計算に関するインデックス・スポンサーの方針、ならびに連動先指数の構成および

評価に影響を及ぼす変更が連動先指数にどのように反映されるかは、連動先指数の数値、ひいては満期

時または償還時に本外国指標連動証券および／または本受益権に対して支払われる金額ならびに満期前

の本外国指標連動証券および／または本受益権の時価に影響するおそれがある。 

 

最終評価日において市場混乱事由が発生しておりまたは存在する場合には、償還価額の決定が延期され

ることがある 

 

最終評価日における本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の償還価額の決定は、計算代理人が、

かかる最終評価日において市場混乱事由が発生しているかまたは存在していると判断した場合には、こ

れを延期することができる。ただし、決定が延期されたにもかかわらず、延期後の日においても市場混

乱事由が発生しているかまたは存在している場合には、計算代理人は、かかる日において、市場環境を

考慮した上で償還価額を決定することができる。 

 

本指数に関する過去の水準は、本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の満期までの期間中の、

本指数の将来のパフォーマンスを示すと解釈すべきではない 

 

本外国指標連動証券および／または本受益権の連動指標である本指数が将来上昇するかまたは下落する

かを予想することは不可能である。本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の満期までの期間中

の本指数の実際のパフォーマンス、および満期時または償還時に支払われる金額は、本指数の過去の水

準とは関係していない。 

 

本外国指標連動証券および／または本受益権に関する市場の流動性は、時間の経過とともに大幅に変化

する可能性がある 

 

本外国指標連動証券および／または本受益権の数量または額面総額は、本外国指標連動証券の任意償還、

期限前償還および／または本受益権の転換によりいつでも減少する可能性がある。したがって、本受益

権の市場の流動性は、本外国指標連動証券および／または本受益権の満期までの期間中に大幅に変化す

る可能性がある。 

 

投資家と計算代理人との間に利益相反の可能性が存在する 

 

本外国指標連動証券に関してノムラ・インターナショナル・ピーエルシーが計算代理人を務めている。

計算代理人は、とりわけ、その満期時または償還時に本外国指標連動証券に関して投資家に支払われる

償還価額を決定する。 

 

本指数のインデックス・スポンサーが本指数の算出または公表を中止または一時停止した場合、本外国

指標連動証券および／または本受益権の時価を決定することが難しくなる可能性がある。これらの事象

が発生した場合、または本指数の数値が市場混乱事由その他の理由により入手もしくは算出できない場
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合には、計算代理人は、その単独の裁量により本指数の数値を誠実に見積もることを要求される場合が

ある。 

 

計算代理人は、その職務を履行する際、自身で判断を行う。例えば、計算代理人は、評価日（最終評価

日を含む。）において、本指数に影響する市場混乱事由が発生または存在しているか否かを決定しなけ

ればならない場合がある。この判断は結局、その事由によって、スワップ・カウンターパーティのヘッ

ジ・ポジションを解約する能力が著しく阻害されることとなったか否かについての計算代理人の判断に

かかっている。これらの計算代理人による判断は、いずれかの本外国指標連動証券および／または本受

益権の時価に影響するおそれがあるため、計算代理人がそのような判断を行う必要がある場合、計算代

理人は相反する利益を有する可能性がある。 

 

レバレッジ・インデックス、インバース・インデックスと対象指数との利益・損失の違い 

 

レバレッジ・インデックスは、前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間の対象

指数の騰落率の２倍となるよう計算されるので、対象指数と比べて利益・損失の額が大きくなる。 

 

一方、インバース・インデックスは、前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間

の対象指数の騰落率の「－１倍」（マイナス１倍）となるよう計算されるので、対象指数と反対の利

益・損失の額となる。 

 

レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注意点 

 

レバレッジ・インデックスは、前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間の対象

指数の騰落率の２倍となるよう計算される。しかしながら、２営業日以上離れた期間におけるレバレッ

ジ・インデックスの騰落率は、一般に対象指数の２倍とはならず、計算上、差（ずれ）が不可避に生じ

る。 

 

２営業日以上離れた期間におけるレバレッジ・インデックスの騰落率と対象指数の騰落率の２倍との差

（ずれ）は、当該期間中の対象指数の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもど

ちらにも生じる可能性があるが、一般に、対象指数の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナ

スの方向に差（ずれ）が生じる可能性が高くなる。また、一般に、期間が長くなればなるほど、その差

（ずれ）が大きくなる傾向がある。 

 

したがって、NEXT NOTES NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジETNは、一般的に長期間の投資には向かず、

比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品である。 

 

インバース・インデックスに内在する性質に関する注意点 

 

インバース・インデックスは、前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間の対象

指数の騰落率の「－１倍」（マイナス１倍）となるよう計算される。しかしながら、２営業日以上離れ

た期間におけるインバース・インデックスの騰落率は、一般に対象指数の「－１倍」とはならず、計算

上、差（ずれ）が不可避に生じる。 
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２営業日以上離れた期間におけるインバース・インデックスの騰落率と対象指数の騰落率の「－１倍」

倍との差（ずれ）は、当該期間中の対象指数の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方

向にもどちらにも生じる可能性があるが、一般に、対象指数の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、

マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性が高くなる。また、一般に、期間が長くなればなるほど、

その差（ずれ）が大きくなる傾向がある。 

 

したがって、NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジETNは、一般的に長期間の投資には向かず、比較的

短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品である。 

 

為替ヘッジ指数の留意点 

 

ダウ・ジョーンズ工業株価平均 レバレッジ(２倍)・インデックス(円ヘッジ)およびダウ・ジョーンズ工

業株価平均 インバース(－１倍)・インデックス(円ヘッジ)の対象となる為替ヘッジ指数は、米ドルと日

本円の為替レートの変動にともなう為替リスクの回避（ヘッジ）を目指した指数であるものの、現地米

国市場の投資家が現地通貨で確保できる指数のリターンと全く等しいリターンになるとは限らない。そ

れは、為替ヘッジ指数がその算出の際に想定している毎月の先渡取引のロールオーバーが、完全なヘッ

ジとはならないこと、また、日米の金利差等によりヘッジコストが生じる場合があることによる。 

 

また、現地通貨と投資家の自国通貨の間の為替レートの変動により、為替ヘッジ指数戦略の結果とヘッ

ジされていない戦略の結果は異なるものとなる。過去においては、1999年にはユーロが下落したため、

欧州の投資家にとって、ヘッジされていないS&P500指数のリターンは40.0％となったが、米ドルのエク

スポージャーをヘッジしていた欧州の投資家のリターンは17.3％にとどまった。その反対の例として、

2003年にユーロが上昇した際には、欧州の投資家にとって、ヘッジされていないS&P500指数のリターン

は5.1％となったが、米ドルのエクスポージャーをヘッジしていた欧州の投資家のリターンは27.3％と

なったことがある。 
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＜NEXT NOTES STOXXアセアン好配当50（円、ネットリターン）ETNに関する情報＞ 

 

本外国指標連動証券の概要 

 

１ 利息 

本外国指標連動証券には利息は付されない。 

 

２ 償還および買入 

(a) 満期償還 

以下の規定に従い期限前に償還または買入消却されない限り、本外国指標連動証券は、NEFによ

り、2034年２月６日（以下「満期償還日」という。）に、額面金額１万円につき、以下の算式に

従って算出される金額（０円以上の金額とし、以下「満期償還額」という。）により償還される。 

10,000円 × 
最終評価日における償還価額 

IL0 

 

最終評価日（下記「(c) 用語の定義」に定義する。）またはその直後に、計算代理人（下記

「12 その他 (3) 代理契約」に定義する。）は、NEFおよび代理人（下記「12 その他 (3) 代

理契約」に定義する。）に対して、満期償還日における満期償還額を書面で通知するものとする。

代理人は、下記「９ 通知」に従い、NEFを代理して、本外国指標連動証券の所持人に対して速やか

に同様の内容を通知する。 

 

(b) 早期償還 

上記「(a) 満期償還」にかかわらず、早期償還決定期間（下記「(c) 用語の定義」に定義す

る。）中のいずれかの日に償還価額が０以下となった場合（かかる日を、以下「早期終了日」とい

う。）、本外国指標連動証券は、早期終了日の10営業日後の日に０円で自動的に償還される。疑義

を避けるため付言すれば、本外国指標連動証券の所持人に対しては、償還金額は支払われないもの

とする。 

 

(c) 用語の定義 

本書において、以下の用語は、以下の意味を有する。 

「インデックス・ 

 スポンサー」とは、 

 本指数に関連して、(ⅰ)かかる本指数に関連するルールおよび手続ならびに計

算方法および調整方法（もしあれば）を設定および検討する責任を有し、また

(ⅱ)各予定取引所営業日に（直接またはその代理人を通じて）かかる本指数の

水準を定期的に公表する会社またはその他の事業体をいう。 

「営業日」とは、  東京およびロンドンにおいて、商業銀行および外国為替市場が、支払の決済を

行い、通常の業務（外国為替取引および外貨預金取引を含む。）を営んでいる

日をいう。 

「管理費用」とは、  0.80％（＝0.008）をいう。 

「関連取引所」とは、  計算代理人が、その単独かつ完全な裁量により、本外国指標連動証券に関して

重要であると判断する、本指数に関連する先物取引またはオプション取引が行

われる取引所または相場システムをいう。 

「規定通貨」とは、  日本円をいう。 

「最終評価日」とは、  満期償還日の10営業日前の日をいう。ただし、償還価額を算出するために使用

されるSTOXX アセアン好配当50（円、ネットリターン）の決定にあたり、かか
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る日が予定取引所営業日でない場合、STOXX アセアン好配当50（円、ネットリ

ターン）は、障害日でない翌予定取引所営業日において情報配信ソースに表示

される終値を用いて決定されるものとする。STOXX アセアン好配当50（円、

ネットリターン）が最終評価日の８予定取引所営業日後の日までに決定されな

い場合、計算代理人は、その単独かつ完全な裁量により決定したSTOXX アセア

ン好配当50（円、ネットリターン）を用いて、最終評価日における償還価額を

決定するものとする。 

「参照通貨」とは、  インドネシアルピア、日本円、マレーシアリンギット、フィリピンペソ、シン

ガポールドル、タイバーツおよび／または米ドルをいう。 

「市場混乱事由」とは、  取引障害または取引所障害で、計算代理人が重大であると判断するものが、評

価時刻までの１時間の間のいずれかの時点で、発生もしくは存在しているこ

と、または早期終了をいう。 

本指数に関し市場混乱事由の存在の有無を判断するにあたり、いずれかの時に

本指数に含まれる有価証券に関して市場混乱事由が発生した場合には、当該有

価証券の本指数の水準への寄与の割合は、市場混乱事由の発生直前における(x)

当該有価証券に起因する本指数の水準の部分と(y)本指数の水準全体との比較に

基づくものとする。 

   「取引障害」とは、(ⅰ)本取引所における本指数の水準の20％以上を構成す

る有価証券に関連する取引に関し、または(ⅱ)関連取引所における本指数に関

する先物取引もしくはオプション取引につき、本取引所、関連取引所もしくは

その他が許容する制限を超える変動を理由として、本取引所もしくは関連取引

所により課せられた取引の停止または制限をいう。 

 「取引所障害」とは、市場参加者が、一般的に、(ⅰ)本取引所における本指

数の水準の20％以上を構成する有価証券の取引を実行し、もしくはその時価を

取得する機能を失いもしくは毀損し、または(ⅱ)関連取引所における本指数に

関する先物取引もしくはオプション取引を実行し、もしくはその時価を取得す

る機能を失い、もしくは毀損すると計算代理人によって決定される事由（早期

終了を除く。）をいう。 

 「早期終了」とは、本取引所または関連取引所の取引所営業日における予定

終了時刻前の取引終了をいう。ただし、かかる早期終了時刻について、(ⅰ)か

かる取引所営業日の本取引所または関連取引所の通常取引時間の実際の終了時

刻と(ⅱ)かかる取引所営業日の実際の終了時刻における執行のために本取引所

または関連取引所のシステムに入れられる注文の提出締切時刻のいずれか早い

方の１時間前までに本取引所または関連取引所が発表している場合を除く。 

「障害日」とは、  本取引所または関連取引所がその通常の取引時間に取引を行うことができない

か（関連取引所の場合、計算代理人が重大であると判断するもの）、または市

場混乱事由が生じている予定取引所営業日をいう。計算代理人は、NEFおよび代

理人に対し、その状況下で実務上可能な限り速やかに、障害日でなければ取引

所営業日であった日に、障害日の発生について通知する。 

「早期償還決定期間」 

とは、 

 当初評価日（当日を除く。）から最終評価日（当日を除く。）までの期間をい

う。償還価額を算出するために使用されるSTOXX アセアン好配当50（円、ネッ

トリターン）を決定するにあたり、早期償還決定期間のいずれかの日が予定取

引所営業日でないかまたは障害日の場合、計算代理人は、かかる日の直前に情

報配信ソースに最後に表示されたSTOXX アセアン好配当50（円、ネットリター

ン）を用いて、かかる日における償還価額を決定することができる（ただし、

決定する必要はない。）。 

「通貨関連障害」とは、  以下の(ⅰ)または(ⅱ)のいずれかをいう。 

(ⅰ)計算代理人がその単独の裁量により判断するところにより、NEFもしくはそ

-125-



の関連会社またはノミニーもしくはヘッジ・カウンターパーティーが、下記の

参照通貨に関する事項を行うことを、直接または間接に妨げるかまたは遅延さ

せる効力を有する事由が発生および／または存在していること。 

(a)慣習的な正規のチャネルを通じて、参照通貨と規定通貨を交換すること。 

(b)参照通貨の流通域内に所在する国内機関の為替レートと少なくとも同程度に

有利な為替レートで参照通貨と規定通貨を交換すること。 

(c)規定通貨を参照通貨の流通域内における口座から参照通貨の流通域外の口座

に送金すること。 

(d)参照通貨の流通域内の口座間でまたは参照通貨の流通域内の非居住者である

当事者に参照通貨を送金すること。 

(e)規定通貨におけるその対象となるヘッジの価値を効果的に認識すること。 

(ⅱ)参照通貨の流通域内における政府その他の当局が、本外国指標連動証券に

関するポジションをヘッジするNEFの能力に重大な影響を与えるかまたはかかる

ヘッジを解消させる可能性があると計算代理人が誠実に判断する資本的な規制

を課す予定があることを公表したこと。 

参照通貨および規定通貨がいずれも日本円の場合、通貨関連障害に係る規定は

適用されないものとする。 

「当初評価日」とは、  2014年３月10日をいう。ただし、償還価額を算出するために使用されるSTOXX 

アセアン好配当50（円、ネットリターン）の決定にあたり、かかる日が予定取

引所営業日ではないかまたは障害日の場合、計算代理人は、その単独かつ完全

な裁量により、かかる日の直前に情報配信ソースに最後に表示されたSTOXX ア

セアン好配当50（円、ネットリターン）を用いて、当初評価日における償還価

額を決定することができる（ただし、決定する必要はない。）。 

「取引所営業日」とは、  本取引所または関連取引所が予定終了時刻よりも早く終了するか否かにかかわ

らず、それぞれの通常の取引時間において取引が行われるために本取引所およ

び関連取引所が営業を行っている予定取引所営業日をいう。 

「取引日」とは、  2014年２月17日をいう。 

「評価時刻」とは、  本取引所における予定終了時刻をいう。ただし、本取引所が予定終了時刻より

早く終了した場合、評価時刻は実際の終了時刻とする。 

「ヘッジ・カウンター 

 パーティー」とは、 

 NEFの関連会社、関係会社もしくはNEFが支配する会社、またはNEFもしくはその

関連会社もしくはノミニーがそれを通じてヘッジ取引を締結している会社を含

む（ただし、これらに限られない）あらゆる法域の当事者をいう。 

「ヘッジコストの増加」 

とは、 

 NEFおよび／またはその関連会社が、(ⅰ)本外国指標連動証券の発行および本外

国指標連動証券に基づく義務の履行に係る株価もしくはその他の価格に関する

NEFのリスクをヘッジするために必要と判断した取引もしくは資産の取得、設

定、再設定、代替、維持、解約もしくは処分を行うため、または(ⅱ)かかる取

引もしくは資産からの収益の実現、回収もしくは送金を行うために（取引日現

在の状況と比較して）著しく増加した租税、賦課金、費用または手数料（仲介

手数料を除く。）を負担する場合をいう。ただし、かかる著しい増加額が、NEF

および／またはその関連会社の信用力の低下のみに起因する場合、ヘッジコス

トの増加とはみなされない。 

「ヘッジ障害」とは、  NEFおよび／またはその関連会社が商業上合理的な努力を行ったにもかかわら

ず、(ⅰ)本外国指標連動証券の発行および本外国指標連動証券に基づく義務の

履行に係る株価もしくはその他の価格に関するNEFのリスクをヘッジするために

必要と判断した取引もしくは資産の取得、設定、再設定、代替、維持、解約も

しくは処分を行うことが不可能である場合、または(ⅱ)かかる取引もしくは資

産からの収益の実現、回収もしくは送金を行うことが不可能である場合をい

う。 
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「ヘッジ取引」とは、  NEF、その関連会社またはノミニーが、本外国指標連動証券に基づくNEFの義務

の負担および履行を個別にまたはポートフォリオベースでヘッジするために行

う(ⅰ)有価証券、オプション、先物、デリバティブもしくは外国為替に関する

ポジションもしくは契約、(ⅱ)株式貸借取引または(ⅲ)その他の商品もしくは

取引（その表示方法を問わない。）の１つまたは複数の購入、売却、締結また

は維持をいう。 

「ヘッジ・ポジション」 

とは、 

 NEFおよび／またはその関連会社が、本外国指標連動証券を個別にまたはポート

フォリオベースでヘッジするために行う(ⅰ)有価証券、オプション、先物、デ

リバティブもしくは外国為替に関するポジションもしくは契約、(ⅱ)株式貸借

取引または(ⅲ)その他の商品もしくは取引（その表示方法を問わない。）の１

つまたは複数の購入、売却、締結または維持をいう。 

「法令変更」とは、  取引日以降、(ⅰ)適用法令（税法を含むが、これらに限られない。）の採択も

しくは変更により、または(ⅱ)正当な管轄権を有する裁判所、法廷もしくは規

制当局による適用法令の解釈の公表もしくは変更（税務当局が講じた一切の措

置を含む。）により、計算代理人が、(a)NEFおよび／もしくはその関連会社が

ヘッジ・ポジションを維持、取得もしくは処分することが違法となったか、ま

たは(b)本外国指標連動証券に基づく義務を履行するためにNEFおよび／もしく

はその関連会社が負担する費用が著しく増加することになる（NEFおよび／もし

くはその関連会社の租税債務の増加、税制上の優遇措置の減少もしくは課税状

況に不利なその他の影響による場合を含むが、これらに限られない。）と判断

する場合をいう。 

「本指数」とは、  STOXX アセアン好配当50（円、ネットリターン）（STOXX ASEAN-Five Select 

Dividend 50 (Net Return JPY)）をいう。 

「本取引所」とは、  フィリピン証券取引所、マレーシア証券取引所、タイ証券取引所、シンガポー

ル取引所およびインドネシア証券取引所をいい、それらの承継取引所を含むも

のとする。 

「予定取引所営業日」 

とは、 

 本取引所および関連取引所のいずれもが通常取引時間での取引を行う予定の日

をいう。 

「予定終了時刻」とは、  本取引所または関連取引所および予定取引所営業日に関し、かかる予定取引所

営業日の本取引所または関連取引所の平日の予定終了時刻をいう。時間外また

は通常時間外の他の取引は考慮しない。 

「ILt」または「償還価額」 

とは、 

 当初評価日（当日を含む。）から最終評価日（当日を含む。）までの期間のい

ずれかの暦日（t）において、以下の算式により計算代理人が決定する値をい

う。 

  
ILt = ILt-1 × 

(SXAE5DJN[t]) 
× (1 - 管理費用 × 

1 
) 

(SXAE5DJN[t-1]) 365 

   

「IL0」とは、  100をいう。 

「SXAE5DJN[t]」または 

「STOXX アセアン好配当50（円、

ネットリターン）」 

とは、 

 ブルームバーグの「SXAE5DJN Index」のページまたは計算代理人が決定する後

継もしくは代替のページもしくは情報配信ソースに表示される、いずれかの日

のSTOXX アセアン好配当50（円、ネットリターン）の終値をいう。 

「SXAE5DJN[0]」とは、  当初評価日におけるSTOXX アセアン好配当50（円、ネットリターン）をいう。 

「t」とは、  当初評価日（当日を含む。）から最終評価日（当日を含む。）までの連続する

各暦日の数字を表し、当初評価日の場合には０を意味し、当初評価日後の第１

暦日目の日の場合には１を意味し、第２暦日目の日の場合には２を意味し、以

降同様とする。 
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(d) 本指数の調整 

(イ)承継指数 

本指数が(ⅰ)インデックス・スポンサーにより算出および公表されないが、計算代理人に受入

れ可能な後継のスポンサーにより算出および公表される場合または(ⅱ)本指数の計算に用いられ

るものと同一もしくは実質的に同様であると計算代理人が判断する算式および計算方法を用いて

承継の指数に置き換えられる場合、かかる指数（以下「承継指数」という。）は本指数とみなさ

れる。 

(ロ)調整事由 

(ⅰ)インデックス・スポンサーが本指数の算式もしくは計算方法につき著しい変更を行う旨を

公表するかもしくはその他の方法により本指数を著しく修正する場合（構成株式および資本構成

ならびにその他の慣例的事由に変更が生じた場合に本指数を維持するために行われる算式もしく

は方法の修正を除き、以下「本指数の修正」という。）、もしくは本指数を恒久的に取消し、承

継指数が存在しない場合（以下「本指数の取消し」という。）、(ⅱ)インデックス・スポンサー

が本指数の算出および公表を行わない場合（本指数の修正および本指数の取消しとあわせて以下

「指数調整事由」という。）、または(ⅲ) 計算代理人が、その単独の裁量により、法令変更、

ヘッジ障害、ヘッジコストの増加もしくは通貨関連障害（以下それぞれを「追加障害事由」とい

う。）が生じたと判断した場合、NEFは、その単独の裁量により、下記(あ)または(い)に記載す

る行為を行うことができる。 

(あ) 計算代理人に対して、償還金額および／または本外国指標連動証券のその他の条件につ

いて、調整事由（以下に定義する。）に対応するための相応な調整（もしあれば）を行い、

かかる調整の発効日を決定するように要求する。 

(い) 下記「９ 通知」に従い本外国指標連動証券の所持人に対して通知を行うことにより、本

外国指標連動証券を償還する。本外国指標連動証券が償還される場合、NEFは、下記「９ 

通知」に従い本外国指標連動証券の所持人に対して通知された日に、本外国指標連動証券

の所持人に対して期限前償還金額（下記「(f) 税制変更による繰上償還」に定義する。）

を支払うものとする。 

「調整事由」とは、指数調整事由または追加障害事由をいう。 

(ハ)指数の訂正 

インデックス・スポンサーにより公表され、本外国指標連動証券に関する何らかの計算または

判定に用いられた指数の水準が、その後訂正され、本指数の水準に関連して決定された金額およ

び／または利率の訂正を要する場合であって、その本指数の水準の訂正が当初の公表日から１取

引所営業日以内にインデックス・スポンサーによって公表された場合（ただし、いかなる状況に

おいても関連する支払期日以前に限る。）、計算代理人は、(ⅰ)かかる訂正、(ⅱ)計算代理人に

より算出されるかかる訂正により発生する支払額および(ⅲ)かかる訂正により生じる本外国指標

連動証券の条件への必要な範囲内の調整を、かかる訂正が公表された後可及的速やかにNEFおよ

び代理人に通知するものとする。 

 

＜免責事項＞ 

ストックス・リミテッド（STOXX Ltd.）（以下本項において「STOXX」という。）および同社

のライセンサー（以下本項において「ライセンサー」という。）は、本外国指標連動証券に関連

して本指数および関連商標を利用するライセンスを付与することを除き、野村證券株式会社（以

下本項において「ライセンシー」という。）と一切関係をもっていない。STOXXおよびライセン

サーは、以下のことを行わない。 
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(ⅰ)本外国指標連動証券に対して支援、支持、販売または宣伝をすること 

(ⅱ)本外国指標連動証券やその他の証券への投資を勧めること 

(ⅲ)本外国指標連動証券に関するタイミング、数量または価格について責任または義務を負っ

たり、これらについての意思決定をしたりすること 

(ⅳ)本外国指標連動証券の管理、運営またはマーケティングについて責任または義務を負うこ

と 

(ⅴ)本指数の決定、組成または計算にあたり、本外国指標連動証券へのニーズもしくは本外国

指標連動証券の保有者を考慮することまたはそのような考慮をすべき義務を負うこと 

STOXXおよびライセンサーは、本外国指標連動証券に関連していかなる責任も負わない。具体

的には、STOXXおよびライセンサーは、以下について明示または黙示の保証をせず、あらゆる保

証責任を否認する。 

(ⅰ)本指数の利用およびそれに包含されるデータの利用に関連し、本外国指標連動証券、その

保有者またはその他いかなる者が得るべき成果 

(ⅱ)本指数およびそのデータの正確性または完全性 

(ⅲ)本指数およびそのデータの商品性および特定の目的または使用への適合性 

STOXXおよびライセンサーは、本指数およびそのデータに関するエラー、遺漏または中断につ

いて一切の責任を負わない。STOXXまたはライセンサーは、どのような状況の下でも、あらゆる

逸失利益または間接的、懲罰的、特殊もしくは結果的な損害もしくは損失について一切の責任を

負わない。このことは、たとえSTOXXまたはライセンサーがそうした損失が発生しうることを

知っていた場合でも同様である。 

ライセンシーとSTOXXとの間のライセンス契約は専ら両者の利益をはかるものであって、本外

国指標連動証券の保有者またはその他いかなる第三者の利益をはかるものではない。 

 

(e) 本外国指標連動証券の所持人の選択による償還 

本外国指標連動証券の所持人が、下記「９ 通知」に従い、所持人の選択による償還日（以下に

定義する。）に先立つ15日以上30日以内の事前の通知をNEFに対して行った場合、NEFは、所持人の

選択による償還日に、本外国指標連動証券を所持人の選択による償還額（以下に定義する。）によ

り償還しなければならない。ただし、かかる本外国指標連動証券の所持人による償還請求は、額面

金額２億円以上１万円単位の本外国指標連動証券に関するものに限り、行うことができる。 

「所持人の選択による償還日」とは、発行日（当日を含む。）から満期償還日（当日を含まな

い。）までの、各営業日をいう。本外国指標連動証券の額面金額当たりの「所持人の選択による償

還額」とは、計算代理人がその単独の裁量により商業上合理的な方法で決定する、通知がなされた

日現在の本外国指標連動証券の額面金額の公正な経済価値に相当する金額から、NEFが負担した対

象となる関連ヘッジ取引の解消に係る費用を控除した円貨額をいう。 

本外国指標連動証券の所持人による上記の通知は、取消不能とする。ただし、所持人の選択に

よる償還日より前に債務不履行事由（下記「６ 債務不履行事由」に定義する。）が発生し、かつ

継続している場合、本外国指標連動証券の所持人は、NEFに通知することにより、上記の通知を取

り消すことができ、下記「６ 債務不履行事由」に従い本外国指標連動証券の期限の利益を喪失さ

せ、直ちに支払われるべき旨を宣言することを選択することができる。 
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(f) 税制変更による繰上償還 

NEFは、下記の場合において、その選択により随時、下記「９ 通知」に従い30日以上60日以内

の（取消不能の）通知を本外国指標連動証券の所持人に対して行うことにより本外国指標連動証

券の全部（一部は不可）を償還することができる。 

(ⅰ) NEF（または保証状（下記「４ 本外国指標連動証券の地位および保証 (b) 本外国指標連動

証券の保証」に定義する。）に基づく支払が要求された場合には保証会社）が、本外国指標連

動証券の当初の発行日以後に効力が発生する、オランダもしくは（場合により）日本もしくは

その行政区画もしくは課税当局の法律もしくは規則の変更もしくは修正により、またはかかる

法律もしくは規則の適用もしくは公的な解釈の変更により、本外国指標連動証券に基づく次回

の支払期日において、下記「８ 課税上の取扱い」に規定する追加額の支払義務が生じたかもし

くは生じうる場合、またはそれぞれの場合において当該支払に関する金額をオランダもしくは

（場合により）日本の課税当局に報告する義務が生じたかもしくは生じうる場合であり、 

(ⅱ) NEF（または保証会社）が利用可能な合理的な手段を講じることによっても、かかる義務を

回避することができない場合。 

ただし、かかる償還の通知は、本外国指標連動証券（または場合により保証状）について支払

期限が到来した場合、NEF（または保証会社）のかかる追加額の支払義務または上述の課税当局に

対し報告義務のある支払を行う義務が生じる最初の日の90日以前は行われないものとする。 

本号に基づく償還の通知に先立ち、NEFは代理人に対し、その所定の事務所において本外国指標

連動証券の所持人の閲覧に供するため、NEFがかかる償還を行う権利を有している旨およびNEFが

償還を行う権利の前提条件を示す事実が発生した旨を記載した、NEFの取締役１名（または保証会

社の代表執行役）の署名ある証明書、およびNEF（または保証会社）が、かかる変更または修正に

よりかかる追加額の支払義務または上述の課税当局に対する報告義務を負っており、または今後

負うこととなる旨の定評ある独立の法律顧問による法律意見書を交付する。 

本号に従い償還される本外国指標連動証券は、期限前償還金額により償還される。「期限前償

還金額」とは、計算代理人が本指数の動向および必要とみなすその他の要素を考慮し、誠実にか

つ商業上合理的な方法で決定する本外国指標連動証券の公正な市場価格と等しい金額から、かか

る期限前償還に関連してNEFが負担した対象となる関連ヘッジ取引の解消に係る費用を含む（ただ

し、これらに限られない。）費用を控除した金額をいう。 

上記「(b) 早期償還」、上記「(e) 本外国指標連動証券の所持人の選択による償還」、本号、

次号および下記「６ 債務不履行事由」に別段の定めがある場合を除き、本外国指標連動証券を満

期償還日より前に償還することはできない。 

 

(g) 規制事由による償還 

NEFは、適用ある法令または規則の変更の結果、本外国指標連動証券が未償還であることのみを

理由として、NEFが追加的な法域もしくは規制当局の規制に服することを要求された場合、または

NEFが重大な負担になるとみなす追加的な法律要件もしくは規制に服することとなった、もしくは

今後服することとなる場合、その選択により随時、下記「９ 通知」に従い30日以上60日以内の

（取消不能の）通知を本外国指標連動証券の所持人に対して行うことにより本外国指標連動証券

の全部（一部は不可）を償還することができる。 

本号に従い償還される本外国指標連動証券は、期限前償還金額により償還される。 
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(h) 買入 

NEF、保証会社またはその子会社（以下に定義する。）は随時、公開市場におけるか否かを問わ

ず、いかなる価格でも本外国指標連動証券を買い入れることができる。かかる本外国指標連動証

券は、保有、再発行、再売買し、またはNEFの選択により、支払代理人（下記「12 その他 (3) 

代理契約」に定義する。）に消却のために提出することができる。 

本号において、「子会社」とは、NEFまたは保証会社の子会社（1985年会社法第736条に定義さ

れる。）を意味する。 

 

(i) 消却 

償還された全ての本外国指標連動証券は直ちに消却される。このように消却された全ての本外

国指標連動証券および上記「(h) 買入」に従って買入消却された本外国指標連動証券は代理人に

交付され、これを再発行または再売却することはできない。本外国指標連動証券の要項で消却

（償還時を除く。）が要求される恒久大券により表章される本外国指標連動証券の消却は、当該

恒久大券の額面金額の減少により有効となる。 

 

３ 支払 

(a) 支払に関する一般規定 

支払は、あらゆる場合において、(ⅰ)支払の場所において適用ある財務もしくはその他の法律お

よび規則ならびに(ⅱ)1986年合衆国内国歳入法（以下「内国歳入法」という。）第871(m)条に従い

要求される源泉徴収もしくは控除もしくは内国歳入法第1471(b)条に記載の契約に従い要求される

源泉徴収もしくは控除、または内国歳入法第1471条から第1474条までの規定、かかる条項に基づく

規則もしくは合意、かかる条項の公的な解釈もしくはかかる条項に関する政府間の提案を施行する

法律に従って課される源泉徴収もしくは控除に服するが、下記「８ 課税上の取扱い」の規定を妨

げないものとする。 

大券の所持人は、当該大券により表章された本外国指標連動証券に関する支払を受けることので

きる唯一の者であり、NEFおよび保証会社は、当該大券の所持人に対しまたは当該所持人の指図に

従い支払をなすことにより、そのように支払われた各金額について免責される。ユーロクリア・バ

ンク・エス・エー／エヌ・ブイ（以下「ユーロクリア」という。）またはクリアストリーム・バン

キング・エス・エー（以下「クリアストリーム・ルクセンブルク」という。）の名簿に当該大券に

より表章された本外国指標連動証券の一定の額面金額の実質的な所持人として記載されている者は、

当該大券の所持人に対しまたは当該所持人の指図に従いNEFまたは保証会社が支払った各金額に関

するかかる所持人の持分について、ユーロクリアおよび／または（場合により）クリアストリー

ム・ルクセンブルクに対してのみ支払を請求するものとする。当該大券の所持人以外の者は、当該

大券に関する支払についてNEFまたは保証会社に対する請求権を有しない。 

 

(b) 支払日 

本外国指標連動証券に関する金員の支払期日が、支払日（以下に定義する。）以外の日にあたる

場合には、当該本外国指標連動証券の所持人は当該場所における翌支払日まで支払を受けることが

できず、かつ、かかる支払の繰延に関して、追加利息その他の金員の支払を受けることができない。

本号において、「支払日」とは、東京およびロンドンにおいて、商業銀行および外国為替市場が、

支払の決済を行い、通常の業務（外国為替取引および外貨預金取引を含む。）を営んでいる日をい

う。 
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(c) 元本および利息の解釈 

「本外国指標連動証券の概要」において、本外国指標連動証券に関する元本には、場合により、

以下のものを含むものとみなす。 

(ⅰ)下記「８ 課税上の取扱い」に基づき、元本に関し支払われることのある追加額。 

(ⅱ)本外国指標連動証券の満期償還額。 

(ⅲ)本外国指標連動証券の期限前償還金額。 

(ⅳ)本外国指標連動証券の所持人の選択による償還額。 

 

４ 本外国指標連動証券の地位および保証 

(a) 本外国指標連動証券の地位 

本外国指標連動証券は、NEFの直接、無条件、非劣後かつ（下記「５ 担保提供制限」に従い）無

担保の債務であり、本外国指標連動証券相互の間において優先または劣後することなく、同順位で

あり、（下記「５ 担保提供制限」に従い、また法律上優先権が認められる一定の債務を除き）NEF

のその時々において残存する現在および将来の他の一切の無担保の非劣後債務と、少なくとも同順

位である。 

 

(b) 本外国指標連動証券の保証 

本外国指標連動証券に関するNEFの支払および交付義務は、2013年８月５日付保証状（以下「保

証状」という。）により保証会社が無条件かつ取消不能の形で保証する。保証状に基づく保証会社

の債務は、保証会社の直接、無条件、非劣後かつ（下記「５ 担保提供制限」に従い）無担保の債

務であり、また、（下記「５ 担保提供制限」に従い、また国税および地方税に関する債務および

その他法律により定められた例外は除き）保証会社の現在および将来の他の一切の無担保の非劣後

債務と、少なくとも同順位である。 

 

５ 担保提供制限 

(a) NEFの担保提供制限 

NEFは、未償還残存（代理契約（下記「12 その他 (3) 代理契約」に定義する。）に定義され

る。）の本外国指標連動証券が存在する限り、NEF自身の債務（以下に定義する。）、または第三

者の債務について現在もしくは将来の債権者の利益のために行う保証もしくは補償に係る義務を担

保するために、NEFの現在または将来のいかなる事業、資産または収入の全部または一部に対して

も、いかなる抵当権、先取特権、質権その他の担保権も設定せず、また存続させないものとする。

ただし、同時に、当該債務または（場合により）保証もしくは補償と少なくとも同順位かつ同等の

比率をもって本外国指標連動証券も担保される場合、または社債権者集会の特別決議（代理契約に

定義される。）により承認された他の担保もしくは保証が本外国指標連動証券のために提供される

場合は、この限りでない。本項において「債務」とは、満期まで１年を超える期間がある有価証券

上の債務で、かつオランダもしくはその他の地域における証券取引所、店頭登録市場もしくはその

他の有価証券市場で相場が立ち、上場され、通常取引または売買されているか、その予定であるも

のを意味する。 

 

(b) 保証会社の担保提供制限 

保証会社が保証する本外国指標連動証券に未償還残存のものが存在する限り、保証会社は、いか

なる証券（以下に定義する。）の所持人のためにも、(ⅰ)当該証券がその要項により円貨以外の通

貨で支払われるかもしくは円貨以外の通貨で支払を受ける権利を与えるものである場合、または当
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該証券が円貨で表示され、かつその元本総額の50％超が保証会社もしくは（保証会社でない場合は）

NEFにより、もしくはその授権に基づいて、当初日本国外で分売される場合であり、かつ(ⅱ)当該

証券が日本国外の証券取引所、店頭登録市場その他の有価証券市場で相場が立ち、上場され、通常

取引もしくは売買されているか、その予定である場合には、①かかる証券に関する支払、②かかる

証券の保証に基づく支払、または③かかる証券に関する補償もしくはその他の債務に基づく支払を

担保するために、保証会社の現在または将来のいかなる財産、資産または収入の全部または一部に

対しても、いかなる抵当権、先取特権、質権その他の担保権も設定せず、また存続を認めないこと

を保証する。ただし、上記のいずれの場合においても、保証状に基づき、同時に、当該証券、保証、

補償もしくはその他類似の債務に関し提供されるか、または残存する担保と同じ担保もしくは社債

権者集会の特別決議により承認された他の担保もしくは保証が、本外国指標連動証券のために提供

される場合は、この限りではない。 

本項において、「証券」とは、発行時から１年を超える期間を有するNEFもしくは保証会社また

はその他の者の社債、ディベンチャー、ノートその他類似の投資証券を意味する。 

 

６ 債務不履行事由 

下記の事由（以下「債務不履行事由」という。）のいずれかが発生し、かつその事由が継続して

いる場合には、本外国指標連動証券の所持人は、NEFおよび保証会社に対し書面による通知を行うこ

とにより（代理人に対しては単に情報を提供する目的でその写しを送付する。）、当該本外国指標

連動証券の所持人が有する本外国指標連動証券につき期限の利益を喪失し、直ちに支払われるべき

旨を宣言することができ、これにより当該本外国指標連動証券は、呈示、要求、申立その他一切の

通知を要せず期限前償還金額で直ちに償還されるものとする。ただし、NEFおよび保証会社がかかる

通知を受領する前に当該債務不履行事由が治癒された場合はこの限りでない。 

(a) 本外国指標連動証券の元本の償還または本外国指標連動証券に関する証券の交付につき、７日

を超える遅滞があった場合。 

(b) NEFまたは保証会社が、本外国指標連動証券もしくは保証状（もしあれば）に定められるNEFも

しくは（場合により）保証会社の他の約束もしくは約定、または代理契約に定められる本外国指

標連動証券の所持人のための約束もしくは約定の履行または遵守を怠り、かつ、いずれの場合に

おいても、NEFまたは（場合により）保証会社が当該不履行を治癒することを要求する本外国指標

連動証券の所持人からの書面による通知が（直接であるか代理人を通じてであるかを問わず）NEF

および保証会社に対し交付された後30日間継続した場合。 

(c) 残存元本総額が1,000万米ドル（他の通貨の場合は同額相当）以上のNEFもしくは保証会社の本

外国指標連動証券以外の借入金債務が不履行により期限の利益を喪失した場合、もしくはNEFもし

くは保証会社がかかる債務につき満期においてもしくは適用ある支払猶予期間が経過してもなお

弁済を怠っている場合（もしくはかかる債務が要求払の場合、支払要求の後３営業日、もしくは

これより長期の適用ある支払猶予期間が経過してもなお弁済を怠っている場合）、または現存す

る元本もしくは元本総額が1,000万米ドル（他の通貨の場合は同額相当）以上の第三者の借入金債

務についてNEFもしくは保証会社が付与した保証もしくは補償の履行期が到来し、適用ある支払猶

予期間の経過後履行の請求を受けたにもかかわらず履行されない場合。 

(d) 所在地において管轄権を有する裁判所が、オランダもしくは（場合により）日本において適用

ある破産、支払不能もしくは会社更生に関する法律に基づき、NEFもしくは保証会社の破産もしく

は支払不能を認める決定もしくは命令を下した場合、もしくはNEFもしくは保証会社の会社更生を

求める申立が適正になされたものと認めた場合で、かつ当該決定もしくは命令が継続する60日間

解除もしくは停止されない場合、または、所在地において管轄権を有する裁判所が、オランダも
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しくは（場合により）日本において適用ある破産、支払不能もしくは会社更生に関する法律に基

づき、NEFもしくは保証会社の破産もしくは会社更生に関してもしくはその財産の全部もしくは実

質的に全部についてもしくはその解散もしくは清算の事由について管財人、清算人、受託者もし

くは譲受人を選任する決定もしくは命令を下した場合で、かつ当該決定もしくは命令が継続する

60日間解除もしくは停止されない場合。 

(e) NEFまたは保証会社が、オランダもしくは（場合により）日本において適用ある破産法もしくは

会社更生法に基づき自己破産を申立てた場合、NEFもしくは保証会社に対する破産の申立に同意し

た場合、支払猶予（NEFに関してのみ）、会社更生もしくは債務整理を求める申立、答弁もしくは

同意を行った場合、もしくはNEFもしくは保証会社もしくはそれらの財産の全部もしくは実質的に

全部について破産もしくは会社更生の管財人、清算人、受託者もしくは譲受人を選任することに

同意した場合、もしくはそれらの債権者に対して債権譲渡を行い、債務整理を申入れ、もしくは

書面により履行期にある債務の支払ができないことを認めた場合、またはNEFもしくは保証会社が

上記の目的のいずれかを達成するための法人活動を行った場合。 

(f) 社債権者集会の特別決議によりその条件が承認された新設合併、事業結合、吸収合併もしくは

事業再編成を目的としもしくはこれに基づく場合、または存続会社がそれぞれ本外国指標連動証

券もしくは保証状に基づくNEFもしくは保証会社の債務の一切を有効に引き受けることとなる新設

合併、事業結合、吸収合併もしくは事業再編成を目的としもしくはこれに基づく場合を除き、NEF

または保証会社がその営業の全部もしくは実質的に全部を停止し、またはその資産の全部もしく

は実質的に全部を処分した場合。ただし、保証会社については、保証会社を持株会社とする事業

再編成または保証会社を持株会社の傘下に置く事業再編成の場合で、その結果保証会社が営業の

全部もしくは実質的に全部を停止し、またはその資産の全部もしくは実質的に全部を処分するこ

ととなっても、本項は適用されないものとする。 

(g) 理由の如何を問わず、保証状（上記(f)に言及される事業再編成後の承継者たる保証会社によっ

て調印がなされた保証状を含む。）が完全な効力を生じない（または保証会社がその旨主張する）

場合。 

上記(c)に関して、米ドル以外の通貨による借入金債務は、期限の利益を喪失したか、または（場

合により）当該債務不履行事由が発生した日（ロンドン時間）において、代理人が指定した主要銀

行により表示されるロンドンにおける米ドル買いに対する当該通貨の売りのための直物相場で換算

するものとする（ただし、理由の如何を問わず、当日にかかるレートを得られない場合は、その後

に最も早く入手可能な日におけるレートによる。）。 

 

７ 社債権者集会、変更および権利放棄 

代理契約は、本外国指標連動証券および代理契約の一定の条項を特別決議により修正することを

承認することを含む、本外国指標連動証券の所持人の利益に影響を与える事項について審議するた

めに社債権者集会を招集することについて、定めている。 

NEF、（場合により）保証会社または本外国指標連動証券の元本残高の10分の１以上を有する本外

国指標連動証券の所持人は、社債権者集会を招集することができる。特別決議を採択するための社

債権者集会の定足数は、本外国指標連動証券の元本残高の過半を保有または代表する１名以上の者、

その延会においては、保有または代表される本外国指標連動証券の元本金額の如何にかかわらず、

本外国指標連動証券の所持人本人またはその代理人１名以上の者とする。ただし、本外国指標連動

証券の規定の修正（本外国指標連動証券の償還日の修正、本外国指標連動証券の元本の減額もしく

は取消、交換条項付社債もしくはエクイティ・リンク償還条項付社債の償還に関する資産（もしあ

れば）の交付に係る規定の変更、もしくは本外国指標連動証券の支払通貨を変更する場合を含
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む。）、または代理契約の一定の条項の修正を議題とする集会においては、特別決議を採択するた

めに必要な定足数は、３分の２以上を保有または代表する１名以上の者、その延会においては、本

外国指標連動証券の元本残高の３分の１以上を保有または代表する１名以上の者とする。社債権者

集会で採択された特別決議は、出席の有無にかかわらず本外国指標連動証券の所持人の全てを拘束

する。 

代理人、NEFおよび保証会社は、本外国指標連動証券の所持人の同意を得ることなく、以下につい

て合意することができる。 

(a) （NEFおよび保証会社の意見において）本外国指標連動証券の所持人の利益に重要な影響のない

本外国指標連動証券、代理契約、ディード・オブ・コベナントおよび／または保証状の条項の修

正（上記に述べた場合を除く。）（本外国指標連動証券の所持人の個別の状況または特定の法域

における調整による課税もしくはその他の結果は勘案しない。）。 

(b) 本外国指標連動証券、代理契約、ディード・オブ・コベナントおよび／または保証状について

の（NEFおよび保証会社の意見において）形式的、軽微もしくは技術的な修正、または明白な誤記

の訂正もしくは適用ある法令の強行規定に従うための訂正。 

かかる修正は、本外国指標連動証券の所持人の全てを拘束する。また、かかる修正後は、下記

「９ 通知」に従い本外国指標連動証券の所持人に可及的速やかにその旨通知される。 

 

８ 課税上の取扱い 

本外国指標連動証券に投資しようとする申込人は、各申込人の状況に応じて、本外国指標連動証

券に投資することによる課税上の取扱いおよびリスクまたは本外国指標連動証券に投資することが

適当か否かについて各自の財務・税務顧問に相談する必要がある。 

本外国指標連動証券に係るNEFによる支払または保証状に基づく保証会社による支払は全て、オラ

ンダ（NEFの場合）もしくは日本（保証会社の場合）またはそれらの行政区画もしくはそれらの課税

当局もしくはそれらの域内の課税当局によりまたはそれらに代わって、現在または将来において課

され、賦課され、徴税され、源泉徴収され、課税されるあらゆる性質の税金、賦課金、公租公課を

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

源泉徴収または控除を法により強制される場合を除く。この場合、NEFまたは（場合により）保証会

社は、本外国指標連動証券の所持人がかかる源泉徴収または控除の後に受領する本外国指標連動証

券の元本の純受取額が、かかる源泉徴収または控除がなければ本外国指標連動証券について受領し

たであろう金額と等しくなるように必要な追加額を支払うものとする。ただし、かかる追加額は以

下の本外国指標連動証券に関しては支払われないものとする。 

(ⅰ) 本外国指標連動証券を保有する以外に、(x)NEFによる支払の場合にはオランダと何らかの関連

を有すること、(y)保証状に基づく保証会社による支払の場合には①日本の税法上日本の居住者も

しくは日本法人と扱われ、または②その他日本と関連を有することを理由として、かかる税金、

賦課金、公租公課を負担する本外国指標連動証券の所持人によりまたはかかる者に代わって支払

のために呈示がなされた本外国指標連動証券。 

(ⅱ) 貯蓄所得に対する課税に関する欧州連合理事会指令2003／48／ECまたは同指令の実施もしくは

遵守のための法律もしくは同指令に適合させるために制定された法律によって、個人に対する支

払についてかかる源泉徴収または控除が課され、かつ要求される場合。 

(ⅲ) 欧州連合の加盟国内の別の支払代理人に本外国指標連動証券を呈示したならば、かかる源泉徴

収または控除を回避できたであろう本外国指標連動証券の所持人によりまたはかかる者に代わっ

て支払のために呈示がなされた本外国指標連動証券。 
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(ⅳ) 関連日（以下に定義する。）後30日を過ぎて支払のために呈示がなされた本外国指標連動証券

（ただし、本外国指標連動証券の所持人がかかる30日目に支払のためにこれを呈示していたなら

ば受領することができた当該追加額を除く。）。 

(ⅴ) オランダまたは日本において支払のために呈示がなされた本外国指標連動証券。 

本項において「関連日」とは、当該支払について最初に支払期日が到来した日、または支払われ

るべき金員の全額が当該期日までに代理人により受領されていない場合は、当該金員の全額が受領

され、その旨の通知が下記「９ 通知」に従い本外国指標連動証券の所持人に対してなされた日を意

味する。 

 

９ 通知 

本外国指標連動証券に関する全ての通知は、ロンドンで講読される代表的な英語の日刊新聞に掲

載された場合に有効とみなされる。かかる掲載はロンドンのフィナンシャル・タイムズ紙になされ

る予定である。かかる通知は、掲載された日付、または複数回掲載される場合もしくは複数の新聞

紙での掲載を要求される場合には、掲載を要求される全ての新聞紙に最初に掲載された時点での日

付をもって、なされたものとみなされる。 

ユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルクのために大券が全部保管されている限り、

かかる新聞への掲載の方法に代えて、本外国指標連動証券の所持人に対する連絡のためユーロクリ

アおよびクリアストリーム・ルクセンブルクへ通知を交付するという方法をとることができる。か

かる通知は、ユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルクが通知を受領した日に本外国

指標連動証券の所持人になされたものとみなされる。 

本外国指標連動証券の所持人による通知は書面によるものとし、これを関連する本外国指標連動

証券とともに代理人に預託するものとする。大券が本外国指標連動証券を表章している間も、本外

国指標連動証券の所持人は、代理人およびユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルク

が認める方法で、ユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルクを通じて代理人にかかる

通知を行うことができる。 

 

10 消滅時効 

本外国指標連動証券は、それぞれの関連日（上記「８ 課税上の取扱い」に定義する。）から元本

の支払および／または資産の交付については10年の期間内に元本に関する請求がなされない場合は

失効する。 

 

11 準拠法および送達代理人の任命 

代理契約、ディード・オブ・コべナント、本外国指標連動証券および保証状（ならびに代理契約、

ディード・オブ・コべナント、保証状および本外国指標連動証券ならびに本外国指標連動証券の発

行および買入に関する一切の契約に起因してまたはこれらに関連して生じる非契約的債務）は英国

法に準拠するものとし、これに従って解釈される。 

NEFおよび保証会社はそれぞれ、本外国指標連動証券の所持人のために、英国の裁判所が本外国指

標連動証券から生じるかまたは本外国指標連動証券に関して生ずるあらゆる紛争（本外国指標連動

証券に起因してまたは本外国指標連動証券に関連して生じる非契約的債務に関する紛争を含む。）

を解決する管轄権を有すること、したがって本外国指標連動証券から生じるかまたは本外国指標連

動証券に関して生じる訴訟または手続（以下「訴訟手続」と総称する。）が英国の裁判所に提起で

きることに、取消不能の形で合意する。 
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NEFおよび保証会社は、英国（本書提出日現在、ロンドン市 EC4R 3AB エンジェル・レーン１）に

登録された住所を有するノムラ・インターナショナル・ピーエルシーを英国における訴訟手続に関

する英国における送達代理人に取消不能の形で任命し、同社が送達代理人としての職務の遂行を停

止したときは他の送達代理人を任命する。 

 

12 その他 

(1) 代わり券 

本外国指標連動証券が紛失、盗失、毀損、汚損または滅失した場合、代理人の所定の事務所に

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

を提出することを条件として、代わり券を発行することができる。毀損または汚損した本外国指

標連動証券については、代わり券が発行される前にこれを提出しなければならない。 

 

(2) 承継 

(Ⅰ) NEFの承継 

(a) NEFの承継に関する前提条件 

本外国指標連動証券に関連して、NEFは、本外国指標連動証券の所持人の同意なしに、承継債

務会社（下記「(e) 承継債務会社」に定義する。）に代替しまたは承継することができる。た

だし、以下の事項を条件とする。 

(ⅰ)承継債務会社および保証会社が、承継が完全な効力を有するために必要な代理契約の別紙

５記載の様式の捺印証書（以下「捺印証書」という。）およびその他の書類（もしあれば）

（捺印証書とあわせて以下「書類」という。）を作成し、当該書類の下で、（上記の一般性

を制限することなく）承継債務会社が、NEF（または全ての前任の承継債務会社）に代わり、

本外国指標連動証券の主要な債務者として、本外国指標連動証券、代理契約およびディー

ド・オブ・コベナントにその名称が記載されていたかのように、本外国指標連動証券の所持

人のために、本外国指標連動証券の要項（下記(b)に記載の方法による修正を含む。）ならび

に代理契約およびディード・オブ・コベナントの規定に従うことを約束し、それに基づき保

証会社が、主要な債務者としての承継債務会社の本外国指標連動証券により支払うべき金額

の全額の支払および／または本外国指標連動証券に関する交付義務を、本外国指標連動証券

の所持人に対して無条件かつ取消不能の形で保証すること。 

(ⅱ)書類が、以下の表明および保証を含むこと。 

(あ) 承継債務会社 

(Ａ)かかる承継に必要な一切の企業、政府および規制当局による許可および同意ならびに書

類に基づく承継債務会社の義務の履行に必要な一切の企業、政府および規制当局による許

可および同意を取得しており、かかる許可および同意が全て完全に有効であること。 

(Ｂ)書類に基づいて承継債務会社が負う義務は、いずれもそれぞれの条項に従って法的に有

効かつ拘束力を有していること。 

(い) 保証会社（保証会社が保証を付与し、かつ捺印証書に基づき保証が与えられている本外

国指標連動証券について） 

(Ａ)かかる保証の付与に必要な一切の企業、政府および規制当局による許可および同意なら

びに書類に基づく保証会社の義務の履行に必要な一切の企業、政府および規制当局による

許可および同意を取得しており、かかる許可および同意が全て完全に有効であること。 

(Ｂ)書類に基づいて保証会社が負う義務および保証は、いずれもそれぞれの条項に従って法

的に有効かつ拘束力を有していること。 
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(ⅲ)本外国指標連動証券が上場されている各証券取引所、上場承認機関および／または取引相

場システム（もしあれば）が、提案されている承継債務会社の承継後も本外国指標連動証券

がかかる証券取引所、上場承認機関および／または取引相場システムにおいて引続き上場さ

れること、売買されることおよび／または取引が行われることを確認すること。 

(ⅳ)NEFおよび承継債務会社が、場合により、代理人に対し、英国における主要な法律事務所か

らNEFを代理して提出される、書類が英国法に基づいて法的に有効かつ拘束力を有するNEFお

よび承継債務会社の義務を構成する旨のディーラーを宛先とした法律意見書（かかる意見書

は承継債務会社によるNEFの承継の日付の前７日以内の日付で作成され、代理人の所定の事務

所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供されることを要する。）を、保管の

ため交付しまたは交付させること。 

(ⅴ)NEFが、代理人に対し、オランダにおける主要な法律事務所からNEFを代理して提出される、

オランダ法に基づきNEFが書類を締結する能力および権限を有している旨のディーラーを宛先

とした法律意見書（かかる意見書は承継債務会社によるNEFの承継の日付の前７日以内の日付

で作成され、代理人の所定の事務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供さ

れることを要する。）を、保管のため交付しまたは交付させること。 

(ⅵ)承継債務会社が、代理人に対し、承継債務会社の法域における主要な法律事務所から承継

債務会社を代理して提出される、当該法域における法律に基づいて承継債務会社が書類を締

結する能力および権限を有している旨のディーラーを宛先とした法律意見書、また承継債務

会社が英国以外の法域に属する場合は、書類が当該法律に基づいて法的に有効かつ拘束力を

有する承継債務会社の義務を構成する旨のディーラーを宛先とした法律意見書（かかる意見

書は承継債務会社によるNEFの承継の日付の前７日以内の日付で作成され、代理人の所定の事

務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供されることを要する。）を、保管

のため交付しまたは交付させること。 

(ⅶ)保証会社が、代理人に対し、英国における主要な法律事務所から保証会社を代理して提出

される書類（保証会社が承継債務会社について付与する保証状を含む。）が英国法に基づい

て法的に有効かつ拘束力を有する保証会社の義務を構成する旨のディーラーを宛先とした法

律意見書（かかる意見書は承継債務会社によるNEFの承継の日付の前７日以内の日付で作成さ

れ、代理人の所定の事務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供されること

を要する。）を、保管のため交付しまたは交付させること。 

(ⅷ)保証会社が、代理人に対し、日本における主要な法律事務所から保証会社を代理して提出

される、日本法に基づき保証会社が書類（保証会社が承継債務会社について付与する保証状

を含む。）を締結する能力および権限を有している旨のディーラーを宛先とした法律意見書

（かかる意見書は承継債務会社によるNEFの承継の日付の前７日以内の日付で作成され、代理

人の所定の事務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供されることを要す

る。）を、保管のため交付しまたは交付させること。 

(ⅸ)本外国指標連動証券につき債務不履行事由が存在しないこと。 

(b) 承継債務会社による引受け 

上記(a)に定める書類が作成された場合、承継債務会社は、NEF（または前任の承継債務会社）

に代わり、本外国指標連動証券の主要な債務者として本外国指標連動証券にその名称が記載さ

れたものとみなされ、これに基づき、本外国指標連動証券は、承継が効力を有するよう修正さ

れたものとみなされる。発行会社としてのNEF（またはかかる前任の承継債務会社）は、書類の

作成をもって、本外国指標連動証券の主要な債務者としての一切の義務を免除される。 
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(c) 書類の預託 

本外国指標連動証券が未償還であり、かつ承継債務会社または保証会社に対して本外国指標

連動証券または書類に関し本外国指標連動証券の所持人によりなされた請求につき終局判決、

和解または免責がなされていない限り、書類は、代理人に預託され保管される。書類において

承継債務会社および保証会社は、本外国指標連動証券の所持人が、本外国指標連動証券または

書類につき強制執行するため、書類を作成する権利を認めるものとする。 

(d) 承継通知 

書類の作成後15日以内に、承継債務会社は、かかる承継について上記「９ 通知」に従って、

本外国指標連動証券の所持人に対して通知するものとする。 

(e) 承継債務会社 

「承継債務会社」とは、直接的または間接的に野村ホールディングス株式会社により100％保

有される会社を意味する。 

 

(Ⅱ) 保証会社の承継 

(a) 保証会社の承継に関する前提条件 

本外国指標連動証券に関連して、保証会社は、本外国指標連動証券の所持人の同意なしに、

承継保証会社（下記「(e) 承継保証会社」に定義する。）に代替しまたは承継することができ

る。ただし、以下の事項を条件とする。 

(ⅰ)かかる承継が、野村ホールディングス株式会社およびその連結子会社またはそれにより構

成される企業グループ内の再編成による場合においてのみ行われること。 

(ⅱ)承継保証会社が、承継が完全な効力を有するために必要な書類（以下「保証会社承継書類」

という。）を作成し、当該書類の下で、（上記の一般性を制限することなく）承継保証会社

が、保証会社（または全ての前任の承継保証会社）に代わり、本外国指標連動証券の保証会

社として、本外国指標連動証券および代理契約にその名称が記載されていたかのように、本

外国指標連動証券の所持人のために、本外国指標連動証券の要項（下記(b)に記載の方法によ

る修正を含む。）および代理契約の規定に従うことを約束すること。 

(ⅲ)保証会社承継書類が、承継保証会社による以下の表明および保証を含むこと。 

(Ａ)かかる承継に必要な一切の企業、政府および規制当局による許可および同意ならびに保

証会社承継書類に基づく承継保証会社の義務の履行に必要な一切の企業、政府および規制

当局による許可および同意を取得しており、かかる許可および同意が全て完全に有効であ

ること。 

(Ｂ)保証会社承継書類に基づいて承継保証会社が負う義務は、いずれもそれぞれの条項に

従って法的に有効かつ拘束力を有していること。 

(ⅳ)本外国指標連動証券が上場されている各証券取引所、上場承認機関および／または取引相

場システム（もしあれば）が、提案されている承継保証会社の承継後も本外国指標連動証券

がかかる証券取引所、上場承認機関および／または取引相場システムにおいて引続き上場さ

れること、売買されることおよび／または取引が行われることを確認すること。 

(ⅴ)保証会社および（場合により）承継保証会社が、代理人に対し、ディーラーを宛先とした

以下の法律意見書を、保管のため交付しまたは交付させること。 

(Ａ)英国における主要な法律事務所から保証会社を代理して提出される、保証会社承継書類

が英国法に基づいて法的に有効かつ拘束力を有する保証会社および承継保証会社の義務を

構成する旨の法律意見書（かかる意見書は承継保証会社による保証会社の承継の日付の前
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７日以内の日付で作成され、代理人の所定の事務所において本外国指標連動証券の所持人

による閲覧に供されることを要する。）。 

(Ｂ)日本における主要な法律事務所から保証会社を代理して提出される、日本法に基づき保

証会社が保証会社承継書類を締結する能力および権限を有している旨ならびに保証会社承

継書類が日本法に基づいて法的に有効かつ拘束力を有する保証会社の義務を構成する旨の

法律意見書（かかる意見書は承継保証会社による保証会社の承継の日付の前７日以内の日

付で作成され、代理人の所定の事務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に

供されることを要する。）。 

(Ｃ)承継保証会社の法域における主要な法律事務所から承継保証会社を代理して提出される、

当該法域における法律に基づいて承継保証会社が保証会社承継書類を締結する能力および

権限を有している旨の法律意見書、また承継保証会社が英国以外の法域に属する場合は、

保証会社承継書類が当該法律に基づいて法的に有効かつ拘束力を有する承継保証会社の義

務を構成する旨の法律意見書（かかる意見書は承継保証会社による保証会社の承継の日付

の前７日以内の日付で作成され、代理人の所定の事務所において本外国指標連動証券の所

持人による閲覧に供されることを要する。）。 

(ⅵ)本外国指標連動証券につき債務不履行事由が存在しないこと。 

(b) 承継保証会社による引受け 

上記(a)に定める保証会社承継書類が作成された場合、承継保証会社は、保証会社（または前

任の承継保証会社）に代わり、本外国指標連動証券の保証会社として本外国指標連動証券にそ

の名称が記載されたものとみなされ、これに基づき、本外国指標連動証券は、承継が効力を有

するよう修正されたものとみなされる。保証会社（またはかかる前任の承継保証会社）は、保

証会社承継書類の作成をもって、本外国指標連動証券について保証会社としての一切の義務を

免除される。 

(c) 保証会社承継書類の預託 

本外国指標連動証券が未償還であり、かつ承継保証会社に対して本外国指標連動証券または

保証会社承継書類に関し本外国指標連動証券の所持人によりなされた請求につき終局判決、和

解または免責がなされていない限り、保証会社承継書類は、代理人に預託され保管される。保

証会社承継書類において承継保証会社は、本外国指標連動証券の所持人が、本外国指標連動証

券または保証会社承継書類につき強制執行するため、保証会社承継書類を作成する権利を認め

るものとする。 

(d) 承継通知 

保証会社承継書類の作成後15日以内に、承継保証会社は、かかる承継について上記「９ 通知」

に従って、本外国指標連動証券の所持人に対して通知するものとする。 

(e) 承継保証会社 

「承継保証会社」とは、NEFの最終的な親会社であるかまたはNEFと最終的な親会社が同一で

ある会社のいずれかを意味する。ただし、後者の場合、承継日におけるかかる承継保証会社の

格付が、保証会社の格付以上である場合に限る。 

 

(3) 代理契約 

本外国指標連動証券は、発行会社としてのノムラ・バンク・インターナショナル・ピー・エ

ル・シーおよびNEF、保証会社としての野村ホールディングス株式会社および野村證券株式会社、

発行代理人兼主支払代理人および代理銀行としてのシティバンク・エヌ・エー・ロンドン（以下

「代理人」といい、承継者たる代理人を含む。）、代理契約に記載のその他の支払代理人（代理
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人とあわせて以下「支払代理人」といい、追加の支払代理人または承継者たる支払代理人を含

む。）、代理契約に記載の計算代理人（以下「計算代理人」といい、承継者たる計算代理人を含

む。）ならびに代理契約に記載の受渡代理人（以下「受渡代理人」といい、追加の受渡代理人ま

たは承継者たる受渡代理人を含む。）の間の2013年８月５日付の変更および改訂済代理契約（以

下「代理契約」といい、随時修正、補完および／または改訂を含む。）に従い、その利益を享受

して発行される。 

 

(4) 様式、額面および所有権 

本外国指標連動証券は無記名式で発行され、円建てで、外国指標連動証券の額面金額は１万円

である。 

以下に記載される条件に従って、本外国指標連動証券の所有権は受渡により移転する。NEF、保

証会社、代理人、支払代理人および受渡代理人は、（満期が到来しているか否かを問わず、また、

本外国指標連動証券の所有に係る通知、または本外国指標連動証券の紛失もしくは盗失に係る券

面上の記載もしくは通知の有無にかかわらず）本外国指標連動証券の持参人をその完全な権利者

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

げない。 

当該時点においてユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルクの名簿に特定の額面

金額の当該本外国指標連動証券の所持人として登録されている者は、NEF、保証会社、支払代理人

および受渡代理人により全ての点（本外国指標連動証券の元金の支払に関する事項を除く。かか

る事項については、大券の条項に従い、大券の所持人が、NEF、保証会社、支払代理人および受渡

代理人により当該本外国指標連動証券の所持人として取り扱われるものとし、「本外国指標連動

証券の所持人」およびこれに関連する用語はこれに従って解釈される。）において当該額面金額

の本外国指標連動証券の所持人として取り扱われる（この場合、いずれかの者の口座に貸記され

ている本外国指標連動証券の額面金額に関してユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセン

ブルクが発行した証明書その他の書類は、明白な誤りがある場合を除き、全ての点において、最

終的なものとして、拘束力を有するものとする。）。ユーロクリアまたはクリアストリーム・ル

クセンブルクの共通預託機関または共通保管機関により保管される大券により表章される本外国

指標連動証券は、その時点におけるユーロクリアまたは（場合により）クリアストリーム・ルク

センブルクのルールおよび手続に従ってのみ、これを譲渡することができる。 

本外国指標連動証券は、恒久大券の形態で発行され、確定券面に交換することはできない。 

NEFおよびディーラーが別途合意した場合を除き、次の文言が、全ての大券に記載される。 

「本証券を保有する合衆国人（合衆国内国歳入法に定義される。）は、内国歳入法第165(j)条

および第1287(a)条に定められる制限を含む合衆国所得税法上の制限に服する。」 

上記文言に言及された条文は、合衆国の本外国指標連動証券の所持人が、一定の例外を除き、

本外国指標連動証券に関する損失を税務上控除することができず、また、本外国指標連動証券に

係る売却、処分、償還または元本の支払による利益について譲渡益課税の適用を受けることがで

きない旨を定めている。 

 

(5) 代理人、支払代理人、計算代理人および受渡代理人 

代理人（発行代理人兼主支払代理人）、支払代理人、計算代理人および受渡代理人の名称なら

びにそれぞれの当初の所定の事務所は、以下のとおりである。 
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代理人（発行代理人兼主支払代理人） 

シティバンク・エヌ・エー・ロンドン 

（Citibank, N.A., London） 

ロンドン市 E14 5LB、カナリー・ワーフ、カナダ・スクエア、シティグループ・センター 

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

支払代理人 

ノムラ・バンク（ルクセンブルク）エス・エー 

（Nomura Bank (Luxembourg) S.A.） 

エスペランジュ L-5826、ガスペリッシュ通り33番A棟 

（Bâtiment A, 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange） 

計算代理人 

ノムラ・インターナショナル・ピーエルシー 

（Nomura International plc） 

ロンドン市 EC4R 3AB エンジェル・レーン１ 

（1 Angel Lane, London EC4R 3AB） 

受渡代理人 

本外国指標連動証券については指定されていない。 

NEFおよび保証会社は、以下の全ての条件を満たす場合には、支払代理人、計算代理人および／

もしくは受渡代理人の指名を変更もしくは終了させる権利ならびに／または追加のもしくはその

他の支払代理人、計算代理人もしくは受渡代理人を指名する権利ならびに／または支払代理人、

計算代理人もしくは受渡代理人の所定の事務所の変更を承認する権利を有する。 

(ⅰ)NEFが設立された法域を除くヨーロッパ大陸内に支払代理人を常置すること。 

(ⅱ)計算代理人が任命された本外国指標連動証券に関し計算代理人を常置すること。 

(ⅲ)代理人を常置すること。 

(ⅳ)欧州連合理事会指令2003／48／EC、または当該指令の実施もしくは遵守のための法律もし

くは当該指令に適合させるために制定された法律に基づく公租公課の源泉徴収または控除

を行う義務を負うことのない欧州連合の加盟国内に支払代理人を常置すること。 

変更、終了、指名または移行は、上記「９ 通知」に従って、本外国指標連動証券の所持人に対

する30日以上45日以内の事前の通知がなされた後にのみ（(ⅰ)支払不能の場合、または(ⅱ)支払

代理人が、内国歳入法第1471条から第1474条までの規定、かかる条項に基づく規則もしくは合意、

もしくはかかる条項の公的な解釈に従って定義される「外国金融機関」であり、「パススルー支

払」に対する源泉徴収税の施行日以降に「参加外国金融機関」とはならないかもしくは同日以降

に「参加外国金融機関」ではなくなる場合（上記の用語は内国歳入法第1471条から第1474条まで

の規定、かかる条項に基づく規則もしくは合意、もしくはかかる条項の公的な解釈に従い定義さ

れる。）には、「パススルー支払」に対する源泉徴収税の施行日以降、いずれの場合も直ちに）

効力を生じるものとする。 

代理人、その他の支払代理人、計算代理人および受渡代理人は、代理契約に基づき職務を行う

際に、NEFおよび保証会社の代理人としてのみ職務を行い、本外国指標連動証券の所持人に対して

義務を負わず、また、本外国指標連動証券の所持人と代理または信託の関係を有しない。ただし、

（本外国指標連動証券の所持人に対し本外国指標連動証券の償還の支払をするNEFまたは場合によ

り保証会社の義務に影響を及ぼすことなく）本外国指標連動証券に関して期限が到来した額の支

払のために代理人が受領した資金は、上記「10 消滅時効」に定められた消滅時効期間が満了する

まで、代理人が本外国指標連動証券の所持人のために保管する。代理契約は、一定の事情の下で
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の代理人、支払代理人、計算代理人および受渡代理人に対する補償およびそれらの責任免除のた

めの規定を含んでおり、また、代理人およびその他の支払代理人がNEFおよび保証会社との間で営

業上の取引を行うことができ、かかる取引から生じた利益を本外国指標連動証券の所持人に帰属

させる義務を負わない旨の規定を含んでいる。代理契約には、代理人が吸収合併もしくは組織変

更を行った事業体、代理人との間で新設合併を行った事業体または代理人がその資産のほぼ全て

を譲渡した事業体を承継代理人として認める条項が規定されている。 

 

(6) 追加発行 

NEFは、本外国指標連動証券の所持人の同意を得ることなく、全ての点（またはその発行総額、

および発行価格を除く全ての点）において本外国指標連動証券と同じ要項の社債を随時成立させ

発行し、かかる社債を未償還の本外国指標連動証券と統合して単一のシリーズとすることができ

る。 
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指数の概要 

 

STOXX アセアン好配当50（円、ネットリターン） 

STOXX アセアン好配当50（円、ネットリターン）では、東南アジア諸国（ASEAN）の企業を構成銘柄とす

る投資ユニバースから、最も配当が多い50社を選択することを目指している。対象国は、フィリピン、

マレーシア、タイ、シンガポール、インドネシアで、ベトナムはこのインデックスの投資ユニバースに

入っていない。 

このインデックスは、日本円建てインデックスであり、配当から源泉徴収税を控除した金額を再投資す

るネットリターン・インデックスである。 

 

投資ユニバース： 配当利回りで選択した投資可能なユニバースの全ての株式銘柄。 

 

加重スキーム： このインデックスは、浮動株の時価総額に従って加重されている。 

 

基準価額と基準日： 2004年３月31日時点の数値を1,000としている。 

 

インデックス構成銘柄の見直し 

構成銘柄の選択と35-70バッファー・ルール 

この投資ユニバースは、STOXX Asia Total Marketインデックス中の、フィリピン、マレーシア、タイ、

シンガポール、インドネシアに属する全ての株式銘柄である。（STOXX Asia Total Marketインデックス

とは、アジア地域に存在する13ヶ国の株式市場の動きを全体的に反映することを目的にした株価指数で

あり、各対象国の浮動株時価総額の95％をカバーした国別の指数をもとに構築されている。2011年１月

31日を基準日として100を基準値としている。） 

 

以下の株式は、この投資ユニバースから外されている。 

・３ヶ月平均の日次取引金額が、150万米ドル未満の銘柄 

・セクター「351020」-不動産投資信託（REIT）企業に指定されている銘柄 

・配当性向が０％未満か、80％を超える銘柄 

 

残りの全ての株式は、過去12ヶ月間の配当利回りでランク付けされる。選択銘柄は１ヶ国当たり最大15

銘柄とし、１ヶ国当たりの最少銘柄数は設定されていない。選択リスト中、上位35銘柄がまず選択され

る。残りの15銘柄は、36位から70位の間にランク付けされた株式銘柄の中から、既存の構成銘柄をラン

ク上位から順に選択される。このようにして選択した株式銘柄数がまだ50銘柄未満の場合、50銘柄にな

るまで、残りの株式銘柄からランク順に選択される。 

 

構成銘柄の見直し頻度： このインデックスは毎年３月に見直される。第１金曜日に構成銘柄を発表し、

第３金曜日にインデックスに反映させ、翌取引日から有効とされる。 

株式数と浮動株調整係数については、四半期ごとに更新される。変更は全て３月、６月、９月、12月の

第３金曜日にインデックスに反映させ、翌取引日から有効とされる。 

 

ウェイト調整係数： 各構成銘柄のウェイトが最大10％になるよう、四半期ごとに調整係数が設定される。

ウェイト調整係数は、見直し月の第２金曜日に公表される。その際、木曜日（第２金曜日の前日）の終

値が使用される。  

-144-



期中のメンテナンス 

銘柄の置き換え：上場廃止等の銘柄の除外により、インデックス構成銘柄数が45銘柄未満に減少した場

合、選択リストに掲載されている最上位の非構成銘柄と、除外された銘柄が置き替えられる。選択リス

トは年１回、インデックスの年次見直し時に更新される。 

 

臨時除外：なし 

 

臨時追加：なし 

 

スピンオフ： スピンオフした株式銘柄は、インデックスに恒久的に追加されるわけではない。次回の構

成銘柄見直し時に条件を満たす場合のみ、見直し後も継続してインデックスにとどまる。 

 

配信のタイミング 

STOXX アセアン好配当50（円、ネットリターン）は、インデックス配信期間中、15秒ごとに計算して配

信され、また１日１回、インデックス配信期間の最後に計算して配信される。 

 

為替レート 

STOXX アセアン好配当50（円、ネットリターン）では、以下の為替レートが使用される。 

・ CET（中央欧州時間）00:00から11:00までは、アジア太平洋地域のインデックスを計算する為替

レートとして、直近リアルタイムの買値と売値の仲値が使用され、CET（中央欧州時間）17:30から

は、固定為替レートを使用して、インデックスが計算される（The World Markets Company PLC

（以下「WM社」という。）のCET17:00時点の固定為替レートを使用）。 

 

固定為替レートは、WM社が提供している。詳しくはロイターの「WMRSPOT01」ページまたはブルームバー

グの「WMCO」ページを参照のこと。 

 

インデックス計算式 

このインデックスは、基準時の数量ウェイトに対する株価変化を計測するラスパイレス算式で計算され

る。各インデックスには独自のインデックス除数があり、これを調整することで、資本異動を原因とす

る変化に対して、インデックス価額の連続性が維持される。 

 

時価総額加重指数 

このインデックスは、基準時の数量ウェイトに対する株価変化を計測するラスパイレス算式で計算され

る。 

 

 

 

上の式のうち、 

t  =インデックスの計算時点 

n  =インデックスの構成銘柄数 

pit =(t)時点における銘柄(i)の株価 

sit =(t)時点における銘柄(i)の株式数 
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ffit =(t)時点における銘柄(i)の浮動株係数 

cfit =(t)時点における銘柄(i)のウェイト調整係数 

xit =(t)時点における銘柄(i)の、現地通貨からインデックス通貨に換算する際の為替レート 

Mt  =(t)時点におけるインデックスの浮動株時価総額 

Dt  =(t)時点におけるインデックスの除数 

 

インデックスの除数計算 

時価総額加重指数 

各インデックスには独自のインデックス除数があり、これを調整することで、資本異動を原因とする変

化に対して、インデックス価額の連続性が維持される。資本異動によるウェイトの変動は、インデック

ス構成銘柄全体に比例配分される。インデックスの除数は、以下のように計算される。 

 

 

 

上の式のうち、 

Dt+1 =(t+1)時点の除数 

Dt  =(t)時点の除数 

n  =インデックスの構成銘柄数 

pit =(t)時点における銘柄(i)の株価 

sit =(t)時点における銘柄(i)の株式数 

ffit =(t)時点における銘柄(i)の浮動株係数 

cfit =(t)時点における銘柄(i)のウェイト調整係数 

xit =(t)時点における銘柄(i)の、現地通貨からインデックス通貨に換算する際の為替レート 

ΔMCt+1=インデックスの終値時価総額と調整済み終値時価総額の差額： 

(t+1)時に有効となる資本異動がある銘柄の場合、浮動株時価総額は、調整済み終値、(t+1)時

点における新しい株数、(t+1)時点の浮動株係数から計算した時価総額から、（調整前）終値、

(t)時点の株数、(t)時点の浮動株係数で計算した時価総額を差し引いて算出する。 

 

円建てのインデックス 

円建てインデックス：まず非ユーロ建ての株価がユーロに換算される。次にユーロ建ての株価と共に日

本円に換算して、インデックス計算が行われる。 
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投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項 

 

本受益権または本外国指標連動証券に関するリスク要因 

 

本受益権の信託財産である本外国指標連動証券は、発行会社の担保の裏付けがない証券であり、担保付

債務ではない。また本外国指標連動証券および／または本受益権のリターンは、本外国指標連動証券お

よび／または本受益権の連動指標であるSTOXX アセアン好配当50（円、ネットリターン）（以下本項に

おいて「本指数」または「連動先指数」という。）のパフォーマンスに連動している。本外国指標連動

証券および／または本受益権に投資することは、連動先指数の構成銘柄に直接投資することと同じでは

ない。 

 

本「投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項」の項では、本受益権への投資を検討するに

あたり投資家になろうとする者が考慮すべきリスク要因について記載する。投資家は、本受益権に投資

する前に、以下に記載のリスクに関する情報のほか、本書中に記載のその他の情報を熟読すべきである。 

 

以下に明示されているリスクは、本受益権への投資に内在する主要なリスクを説明したものである。以

下に明示されている各リスクは、発行会社の事業、業務、財務状態または見通しに重大な悪影響を及ぼ

す可能性があり、結果的には投資家が本受益権に関して受領するリターンに重大な悪影響を及ぼす可能

性がある。さらに以下に明示されている各リスクは、本外国指標連動証券および／または本受益権の取

引価格または本受益権に基づく投資家の権利に悪影響を及ぼすおそれがあり、その結果、投資家は投資

の全部または一部を失うおそれがある。 

 

本受益権に投資しようとする者は、下記のリスクが、発行会社が直面しているリスクまたは本外国指標

連動証券および／または本受益権の性質により生じうるリスクの全てではない点に留意するべきである。

発行会社は、その業務および発行されうる本外国指標連動証券に関連するリスクのうち、自らが重要で

あると考えるリスクのみを記載している。発行会社が現在重要でないと考えている、または現在認識し

ていないその他のリスクが存在する可能性があり、これらのいずれかが投資家が本受益権に関して受領

するリターンに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。本受益権に投資しようとする者は、本外国指標連

動証券および／または本受益権に関するリスクを十分に理解できない場合、別途投資に関する助言を求

めるべきである。 

 

発行会社または保証会社の信用リスク 

 

本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の償還金額の支払は発行会社または保証会社の義務と

なっている。したがって、発行会社または保証会社の倒産や財務状況の悪化等により発行会社または保

証会社が本外国指標連動証券の償還金額を支払わず、または支払うことができない場合には、投資家は

損失を被りまたは投資元本を割り込むことがあり、投資元本の全てを失うこともある。 

 

信用格付の引き下げは、本外国指標連動証券および／または本受益権の価格の低下につながるおそれが

ある 

 

本外国指標連動証券および／または本受益権の価値は、部分的に、発行会社または保証会社の信用力に

対する投資家の一般的な評価の影響を受けると予想される。格付機関は発行会社または保証会社の格付
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けの引下げや取消を行い、または格下げの可能性ありとして「クレジット・ウォッチ」に指定されるこ

とがある。その結果、本外国指標連動証券および／または本受益権の価格の低下につながるおそれがあ

る。 

 

満期時または償還時の連動先指数の水準が、開始日時点の当該指数の水準を上回った場合でも、投資家

が受領する金額が本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の元本を割り込む場合がある 

 

本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の管理費用は、本外国指標連動証券の満期時または償還

時において投資家が受領する償還金額を減少させ、また管理費用および償還手数料は任意償還または期

限前償還において投資家が受領する償還金額を減少させるため、投資家が本外国指標連動証券の満期時

または償還時において少なくとも投資元本を受領するには、本外国指標連動証券および／または本受益

権の連動指標である本指数の数値が上昇する必要がある。償還価額の決定に際して管理費用は毎日計算

され参考終値から差し引かれるため、手数料の正味の影響は時間の経過とともに累積されていくもので

あり、本書に定められる所定の年率にて差し引かれる。したがって、本指数の水準が上昇しない場合も

しくは本外国指標連動証券および／もしくは本受益権の連動指標である本指数の水準の上昇が管理費用

（任意償還もしくは期限前償還の場合には、それに加え償還手数料）のマイナスの影響を相殺するのに

十分なものでない場合、または本外国指標連動証券および／もしくは本受益権の連動指標である本指数

の水準が低下した場合には、投資家が満期時または償還時において受領する金額が投資元本を下回り、

またはゼロになる可能性がある。 

 

本受益権の上場廃止その他本信託の終了事由が発生した場合に投資家が受領する金額は、本受益権の信

託財産である本外国指標連動証券の満期まで本受益権を保有していた場合に受領し得た金額よりも少な

い可能性がある 

 

本受益権の上場廃止その他本信託の終了事由が発生した場合、投資家は、残余財産として本外国指標連

動証券の償還価額相当額を受領することが予定されている。この場合に投資家が受領する金額は、本受

益権の信託財産である本外国指標連動証券の満期までに本受益権を保有していた場合に受領し得た金額

よりも少ない可能性がある。 

 

本受益権の市場価格と、本受益権の基準価額および本外国指標連動証券の償還価額の値動きは乖離する

可能性がある 

 

本受益権の市場価格は、市場での需給等に左右されるため、連動対象となる指標の値動きや本受益権の

基準価額および本外国指標連動証券の償還価額の値動きと乖離する可能性がある。なお、本受益権の基

準価額は、本受益権１口当たりの信託財産の評価額であり、本外国指標連動証券１券面の額面金額当た

りの償還価額を受益権付与率で除することにより算出される（小数点以下は切り上げる。）。 

 

投資家は本受益権の信託財産である本外国指標連動証券に関して利息の支払を受けるものではなく、本

指数に含まれる契約に関していかなる権利も有さない 

 

投資家は、本受益権の信託財産である本外国指標連動証券に関して定期的な利息の支払を受けない。投

資家は、本外国指標連動証券および／または本受益権の連動指標である本指数に含まれる指数構成銘柄

に投資している投資家であれば有する権利を有さない。  
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本外国指標連動証券および／または本受益権の時価は、多数の予測不能な要因の影響を受けるおそれが

ある 

 

本外国指標連動証券および／または本受益権の時価は、購入日以降、変動するおそれがある。また投資

家は、本受益権を市場で売却した場合には多額の損失を被るおそれがある。発行会社は、一般にどの要

因よりも本外国指標連動証券および／または本受益権の時価に影響を及ぼすのは、連動先指数の構成銘

柄および本指数自体の価値であると考えている。複数のその他の要因（その多くは発行会社のコント

ロールが及ばないものである。）が本外国指標連動証券および／または本受益権の時価に影響を及ぼす

こととなる。本外国指標連動証券および／または本受益権の時価に影響を及ぼす主な要因としては、以

下が挙げられる。 

・連動先指数の水準 

・本受益権の市場における需給状態（本受益権のマーケット・メーカーにおける在庫ポジションを含

む。） 

・本外国指標連動証券の満期までの残存期間 

・金利 

・認識されている発行会社または保証会社の信用力 

・上場および店頭取引の株式デリバティブ市場における需給状態 

・同じ連動先指数を対象とする仕組商品市場における需給状態およびヘッジ活動 

これらの要因は複雑な形で相互に関係している場合があり、一つの要因が本外国指標連動証券および／

または本受益権の時価に及ぼす影響によって別の要因の影響が相殺されたり、または別の要因の影響が

拡大する場合がある。 

 

本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の期限前償還または消却 

 

本外国指標連動証券は、調整事由の発生、債務不履行事由の発生または発行会社による本外国指標連動

証券に基づく債務の履行の全部もしくは一部が違法になったかもしくは物理的に実行不可能になった場

合その他の要因により、期限前償還金額の支払をすることにより期限前償還される可能性がある。かか

る期限前償還金額は、いかなる場合であっても、本外国指標連動証券の償還または消却に関連して発行

会社によりまたは発行会社に代わって負担された（または負担される予定の）一切の費用、損失および

経費（もしあれば）（ヘッジ解約費用を含み、これらに限定されない。）が差し引かれる。かかる費用、

損失および経費は、本外国指標連動証券の所持人が償還または消却時に受領する金額を減少させ、期限

前償還金額をゼロまで減少させる可能性がある。発行会社は、何らかの、または特定の方法でヘッジ取

引を行う義務を負っておらず、費用、損失および経費が最低限となる（または最低限となることが期待

される）方法でヘッジ取引を行うことを要求されない。 

 

インデックス・スポンサーの方針、ならびに連動先指数の構成および評価に影響を及ぼす変更は、本外

国指標連動証券および／または本受益権に対して支払われる金額ならびにその時価に影響を及ぼすおそ

れがある 

 

連動先指数の水準の計算に関するインデックス・スポンサーの方針、ならびに連動先指数の構成および

評価に影響を及ぼす変更が連動先指数にどのように反映されるかは、連動先指数の数値、ひいては満期

時または償還時に本外国指標連動証券および／または本受益権に対して支払われる金額ならびに満期前

の本外国指標連動証券および／または本受益権の時価に影響するおそれがある。  
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最終評価日において市場混乱事由が発生しておりまたは存在する場合には、償還価額の決定が延期され

ることがある 

 

最終評価日における本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の償還価額の決定は、計算代理人が、

かかる最終評価日において市場混乱事由が発生しているかまたは存在していると判断した場合には、こ

れを延期することができる。ただし、決定が延期されたにもかかわらず、延期後の日においても市場混

乱事由が発生しているかまたは存在している場合には、計算代理人は、かかる日において、市場環境を

考慮した上で償還価額を決定することができる。 

 

本指数に関する過去の水準は、本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の満期までの期間中の、

本指数の将来のパフォーマンスを示すと解釈すべきではない 

 

本外国指標連動証券および／または本受益権の連動指標である本指数が将来上昇するかまたは下落する

かを予想することは不可能である。本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の満期までの期間中

の本指数の実際のパフォーマンス、および満期時または償還時に支払われる金額は、本指数の過去の水

準とは関係していない。 

 

本外国指標連動証券および／または本受益権に関する市場の流動性は、時間の経過とともに大幅に変化

する可能性がある 

 

本外国指標連動証券および／または本受益権の数量または額面総額は、本外国指標連動証券の任意償還、

期限前償還および／または本受益権の転換によりいつでも減少する可能性がある。したがって、本受益

権の市場の流動性は、本外国指標連動証券および／または本受益権の満期までの期間中に大幅に変化す

る可能性がある。 

 

投資家と計算代理人との間に利益相反の可能性が存在する 

 

本外国指標連動証券に関してノムラ・インターナショナル・ピーエルシーが計算代理人を務めている。

計算代理人は、とりわけ、その満期時または償還時に本外国指標連動証券に関して投資家に支払われる

償還価額を決定する。 

 

本指数のインデックス・スポンサーが本指数の算出または公表を中止または一時停止した場合、本外国

指標連動証券および／または本受益権の時価を決定することが難しくなる可能性がある。これらの事象

が発生した場合、または本指数の数値が市場混乱事由その他の理由により入手もしくは算出できない場

合には、計算代理人は、その単独の裁量により本指数の数値を誠実に見積もることを要求される場合が

ある。 

 

計算代理人は、その職務を履行する際、自身で判断を行う。例えば、計算代理人は、評価日（最終評価

日を含む。）において、本指数に影響する市場混乱事由が発生または存在しているか否かを決定しなけ

ればならない場合がある。この判断は結局、その事由によって、スワップ・カウンターパーティのヘッ

ジ・ポジションを解約する能力が著しく阻害されることとなったか否かについての計算代理人の判断に

かかっている。これらの計算代理人による判断は、いずれかの本外国指標連動証券および／または本受
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益権の時価に影響するおそれがあるため、計算代理人がそのような判断を行う必要がある場合、計算代

理人は相反する利益を有する可能性がある。 
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＜NEXT NOTES S&P500 配当貴族(ネットリターン) ETN、NEXT NOTES S&P シンガポール リート(ネットリ

ターン) ETN、NEXT NOTES インドNifty・ダブル・ブル ETNおよびNEXT NOTES インドNifty・ベア 

ETNに関する情報＞ 

 

本外国指標連動証券の概要 

 

１ 利息 

本外国指標連動証券には利息は付されない。 

 

２ 償還および買入 

(a) 満期償還 

以下の規定に従い期限前に償還または買入消却されない限り、各本外国指標連動証券は、NEFに

より、2034年11月６日（以下「満期償還日」という。）に、額面金額１万円につき、以下の算式に

従って算出される金額（０円以上の金額とし、以下「満期償還額」という。）により償還される。 

10,000円 × 
最終評価日における償還価額 

IL0 

 

最終評価日（下記「(c) 用語の定義」に定義する。）またはその直後に、計算代理人（下記

「12 その他 (3) 代理契約」に定義する。）は、NEFおよび代理人（下記「12 その他 (3) 代

理契約」に定義する。）に対して、満期償還日における満期償還額を書面で通知するものとする。

代理人は、下記「９ 通知」に従い、NEFを代理して、本外国指標連動証券の所持人に対して速やか

に同様の内容を通知する。 

 

(b) 早期償還 

上記「(a) 満期償還」にかかわらず、早期償還決定期間（下記「(c) 用語の定義」に定義す

る。）中のいずれかの日に償還価額が０以下となった場合（かかる日を、以下「早期終了日」とい

う。）、本外国指標連動証券は、早期終了日の10営業日後の日に０円で自動的に償還される。疑義

を避けるため付言すれば、本外国指標連動証券の所持人に対しては、償還金額は支払われないもの

とする。 

 

(c) 用語の定義 

本書において、以下の用語は、以下の意味を有する。 

「インデックス・ 

 スポンサー」とは、 

 本指数に関連して、(ⅰ)かかる本指数に関連するルールおよび手続ならびに計

算方法および調整方法（もしあれば）を設定および検討する責任を有し、また

(ⅱ)各予定取引所営業日に（直接またはその代理人を通じて）かかる本指数の

水準を定期的に公表する会社またはその他の事業体をいう。 

「営業日」とは、  S&P500 配当貴族指数(課税後配当込み)連動債の場合： 

東京、ニューヨークおよびロンドンにおいて、商業銀行および外国為替市場

が、支払の決済を行い、通常の業務（外国為替取引および外貨預金取引を含

む。）を営んでいる日をいう。 

  S&P シンガポールREIT指数(課税後配当込み)連動債の場合： 

東京、シンガポールおよびロンドンにおいて、商業銀行および外国為替市場

が、支払の決済を行い、通常の業務（外国為替取引および外貨預金取引を含

む。）を営んでいる日をいう。 
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  Nifty指数連動債の場合： 

東京、ムンバイおよびロンドンにおいて、商業銀行および外国為替市場が、支

払の決済を行い、通常の業務（外国為替取引および外貨預金取引を含む。）を

営んでいる日をいう。 

「管理費用」とは、  S&P500 配当貴族指数(課税後配当込み)連動債およびNifty指数連動債の場合： 

0.85％（＝0.0085）をいう。 

S&P シンガポールREIT指数(課税後配当込み)連動債の場合： 

0.95％（＝0.0095）をいう。 

「関連取引所」とは、  S&P指数(課税後配当込み)連動債の場合： 

計算代理人が、その単独かつ完全な裁量により、本外国指標連動証券に関して

重要であると判断する、本指数に関連する先物取引またはオプション取引が行

われる取引所または相場システムをいう。 

  Nifty指数連動債の場合： 

計算代理人が、その単独かつ完全な裁量により、本外国指標連動証券に関して

重要であると判断する、本指数または原指数に関連する先物取引またはオプ

ション取引が行われる取引所または相場システムをいう。 

「規定通貨」とは、  日本円をいう。 

「原指数」とは、  Nifty指数連動債に関して、NIFTY 50指数をいう。 

「最終評価日」とは、  満期償還日の10営業日前の日をいう。 

S&P500 配当貴族指数(課税後配当込み)連動債の場合： 

(ⅰ)償還価額を算出するために使用されるS&P500 配当貴族指数(課税後配当込

み)の決定にあたり、かかる日が予定取引所営業日ではないかまたは障害日の場

合、S&P500 配当貴族指数(課税後配当込み)は、障害日でない翌予定取引所営業

日において情報配信ソースに表示される終値を用いて決定されるものとする。

S&P500 配当貴族指数(課税後配当込み)が最終評価日の８予定取引所営業日後の

日までに決定されない場合、計算代理人は、その単独かつ完全な裁量により決

定したS&P500 配当貴族指数(課税後配当込み)を用いて、最終評価日における償

還価額を決定するものとする。 

  (ⅱ)償還価額を算出するために使用される適用為替レートの決定にあたり、か

かる日に適用為替レートが情報配信ソースに表示されない場合、適用為替レー

トは、かかる日の後に当該情報配信ソースに最初に表示されるレートを用いて

決定されるものとする。適用為替レートが最終評価日の８営業日後の日までに

決定されない場合、計算代理人は、その単独かつ完全な裁量により決定した適

用為替レートを用いて、最終評価日における償還価額を決定するものとする。 

  S&P シンガポールREIT指数(課税後配当込み)連動債の場合： 

(ⅰ)償還価額を算出するために使用されるS&P シンガポールREIT指数(課税後配

当込み)の決定にあたり、かかる日が予定取引所営業日ではないかまたは障害日

の場合、S&P シンガポールREIT指数(課税後配当込み)は、障害日でない翌予定

取引所営業日において情報配信ソースに表示される終値を用いて決定されるも

のとする。S&P シンガポールREIT指数(課税後配当込み)が最終評価日の８予定

取引所営業日後の日までに決定されない場合、計算代理人は、その単独かつ完

全な裁量により決定したS&P シンガポールREIT指数(課税後配当込み)を用い

て、最終評価日における償還価額を決定するものとする。 

  (ⅱ)償還価額を算出するために使用される適用為替レートの決定にあたり、か

かる日に参照通貨為替レートおよび／または日本円／米ドル為替レートが情報

配信ソースに表示されない場合、参照通貨為替レートおよび日本円／米ドル為

替レートは、かかる日の後に当該情報配信ソースに最初に同時に表示される

レートを用いて決定されるものとする。適用為替レートが最終評価日の８営業
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日後の日までに決定されない場合、計算代理人は、その単独かつ完全な裁量に

より決定した参照通貨為替レートおよび日本円／米ドル為替レートを用いて適

用為替レートを算出し、最終評価日における償還価額を決定するものとする。 

  Nifty レバレッジ(プライスリターン)指数連動債の場合： 

(ⅰ)償還価額を算出するために使用されるNifty50 レバレッジ(2倍)インデック

ス(プライスリターン)の決定にあたり、かかる日が予定取引所営業日ではない

かまたは障害日の場合、Nifty50 レバレッジ(2倍)インデックス(プライスリ

ターン)は、障害日でない翌予定取引所営業日において情報配信ソースに表示さ

れる終値を用いて決定されるものとする。Nifty50 レバレッジ(2倍)インデック

ス(プライスリターン)が最終評価日の８予定取引所営業日後の日までに決定さ

れない場合、計算代理人は、その単独かつ完全な裁量により決定したNifty50 

レバレッジ(2倍)インデックス(プライスリターン)を用いて、最終評価日におけ

る償還価額を決定するものとする。 

  (ⅱ)償還価額を算出するために使用される適用為替レートの決定にあたり、か

かる日に参照通貨為替レートおよび／または日本円／米ドル為替レートが情報

配信ソースに表示されない場合、参照通貨為替レートおよび日本円／米ドル為

替レートは、かかる日の後に当該情報配信ソースに最初に同時に表示される

レートを用いて決定されるものとする。適用為替レートが最終評価日の８営業

日後の日までに決定されない場合、計算代理人は、その単独かつ完全な裁量に

より決定した参照通貨為替レートおよび日本円／米ドル為替レートを用いて適

用為替レートを算出し、最終評価日における償還価額を決定するものとする。 

  Nifty デイリーインバース(トータルリターン)指数連動債の場合： 

(ⅰ)償還価額を算出するために使用されるNifty50 デイリーインバースイン

デックス(トータルリターン)の決定にあたり、かかる日が予定取引所営業日で

はないかまたは障害日の場合、Nifty50 デイリーインバースインデックス(トー

タルリターン)は、障害日でない翌予定取引所営業日において情報配信ソースに

表示される終値を用いて決定されるものとする。Nifty50 デイリーインバース

インデックス(トータルリターン)が最終評価日の８予定取引所営業日後の日ま

でに決定されない場合、計算代理人は、その単独かつ完全な裁量により決定し

たNifty50 デイリーインバースインデックス(トータルリターン)を用いて、最

終評価日における償還価額を決定するものとする。 

  (ⅱ)償還価額を算出するために使用される適用為替レートの決定にあたり、か

かる日に参照通貨為替レートおよび／または日本円／米ドル為替レートが情報

配信ソースに表示されない場合、参照通貨為替レートおよび日本円／米ドル為

替レートは、かかる日の後に当該情報配信ソースに最初に同時に表示される

レートを用いて決定されるものとする。適用為替レートが最終評価日の８営業

日後の日までに決定されない場合、計算代理人は、その単独かつ完全な裁量に

より決定した参照通貨為替レートおよび日本円／米ドル為替レートを用いて適

用為替レートを算出し、最終評価日における償還価額を決定するものとする。 

「参照通貨」とは、  S&P500 配当貴族指数(課税後配当込み)連動債の場合： 

日本円および／または米ドルをいう。 

  S&P シンガポールREIT指数(課税後配当込み)連動債の場合： 

日本円、シンガポールドルおよび／または米ドルをいう。 

  Nifty指数連動債の場合： 

日本円、米ドルおよび／またはインドルピーをいう。 

「市場混乱事由」とは、  S&P指数(課税後配当込み)連動債の場合： 

取引障害または取引所障害で、計算代理人が重大であると判断するものが、評

価時刻までの１時間の間のいずれかの時点で、発生もしくは存在しているこ

-154-



と、または早期終了をいう。本指数に関し市場混乱事由の存在の有無を判断す

るにあたり、いずれかの時に本指数に含まれる有価証券に関して市場混乱事由

が発生した場合には、当該有価証券の本指数の水準への寄与の割合は、市場混

乱事由の発生直前における(x)当該有価証券に起因する本指数の水準の部分と

(y)本指数の水準全体との比較に基づくものとする。 

   「取引障害」とは、(ⅰ)本取引所における本指数の水準の20％以上を構成す

る有価証券に関連する取引に関し、または(ⅱ)関連取引所における本指数に関

する先物取引もしくはオプション取引につき、本取引所、関連取引所もしくは

その他が許容する制限を超える変動を理由として、本取引所もしくは関連取引

所により課せられた取引の停止または制限をいう。 

   「取引所障害」とは、市場参加者が、一般的に、(ⅰ)本取引所における本指

数の水準の20％以上を構成する有価証券の取引を実行し、もしくはその時価を

取得する機能を失いもしくは毀損し、または(ⅱ)関連取引所における本指数に

関する先物取引もしくはオプション取引を実行し、もしくはその時価を取得す

る機能を失い、もしくは毀損すると計算代理人によって決定される事由（早期

終了を除く。）をいう。 

   「早期終了」とは、本取引所または関連取引所の取引所営業日における予定

終了時刻前の取引終了をいう。ただし、かかる早期終了時刻について、(ⅰ)か

かる取引所営業日の本取引所または関連取引所の通常取引時間の実際の終了時

刻と(ⅱ)かかる取引所営業日の実際の終了時刻における執行のために本取引所

または関連取引所のシステムに入れられる注文の提出締切時刻のいずれか早い

方の１時間前までに本取引所または関連取引所が発表している場合を除く。 

  Nifty指数連動債の場合： 

取引障害または取引所障害で、計算代理人が重大であると判断するものが、評

価時刻までの１時間の間のいずれかの時点で、発生もしくは存在しているこ

と、または早期終了をいう。本指数に関し市場混乱事由の存在の有無を判断す

るにあたり、いずれかの時に原指数に含まれる有価証券に関して市場混乱事由

が発生した場合には、当該有価証券の原指数の水準への寄与の割合は、市場混

乱事由の発生直前における(x)当該有価証券に起因する原指数の水準の部分と

(y)原指数の水準全体との比較に基づくものとする。 

   「取引障害」とは、(ⅰ)本取引所における原指数の水準の20％以上を構成す

る有価証券に関連する取引に関し、または(ⅱ)関連取引所における原指数に関

する先物取引もしくはオプション取引につき、本取引所、関連取引所もしくは

その他が許容する制限を超える変動を理由として、本取引所もしくは関連取引

所により課せられた取引の停止または制限をいう。 

   「取引所障害」とは、市場参加者が、一般的に、(ⅰ)本取引所における原指

数の水準の20％以上を構成する有価証券の取引を実行し、もしくはその時価を

取得する機能を失いもしくは毀損し、または(ⅱ)関連取引所における原指数に

関する先物取引もしくはオプション取引を実行し、もしくはその時価を取得す

る機能を失い、もしくは毀損すると計算代理人によって決定される事由（早期

終了を除く。）をいう。 

   「早期終了」とは、本取引所または関連取引所の取引所営業日における予定

終了時刻前の取引終了をいう。ただし、かかる早期終了時刻について、(ⅰ)か

かる取引所営業日の本取引所または関連取引所の通常取引時間の実際の終了時

刻と(ⅱ)かかる取引所営業日の実際の終了時刻における執行のために本取引所

または関連取引所のシステムに入れられる注文の提出締切時刻のいずれか早い

方の１時間前までに本取引所または関連取引所が発表している場合を除く。 
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「障害日」とは、  本取引所または関連取引所がその通常の取引時間に取引を行うことができない

か（関連取引所の場合、計算代理人が重大であると判断するもの）、または市

場混乱事由が生じている予定取引所営業日をいう。計算代理人は、NEFおよび代

理人に対し、その状況下で実務上可能な限り速やかに、障害日でなければ取引

所営業日であった日に、障害日の発生について通知する。 

「早期償還決定期間」 

とは、 

 当初評価日（当日を除く。）から最終評価日（当日を除く。）までの期間をい

う。 

S&P500 配当貴族指数(課税後配当込み)連動債の場合： 

(ⅰ)償還価額を算出するために使用されるS&P500 配当貴族指数(課税後配当込

み)を決定するにあたり、早期償還決定期間のいずれかの日が予定取引所営業日

でないかまたは障害日の場合、計算代理人は、かかる日の直前に情報配信ソー

スに最後に表示されたS&P500 配当貴族指数(課税後配当込み)を用いて、または

その単独かつ完全な裁量により、かかる日における償還価額を決定するものと

する。 

  (ⅱ)償還価額を算出するために使用される適用為替レートを決定するにあた

り、早期償還決定期間のいずれかの日に適用為替レートが情報配信ソースに表

示されない場合、計算代理人は、かかる日の直前に当該情報配信ソースにおい

て最後に表示された適用為替レートを用いて、またはその単独かつ完全な裁量

により、かかる日における償還価額を決定するものとする。 

  S&P シンガポールREIT指数(課税後配当込み)連動債の場合： 

(ⅰ)償還価額を算出するために使用されるS&P シンガポールREIT指数(課税後配

当込み)を決定するにあたり、早期償還決定期間のいずれかの日が予定取引所営

業日でないかまたは障害日の場合、計算代理人は、かかる日の直前に情報配信

ソースに最後に表示されたS&P シンガポールREIT指数(課税後配当込み)を用い

て、またはその単独かつ完全な裁量により、かかる日における償還価額を決定

するものとする。 

  (ⅱ)償還価額を算出するために使用される適用為替レートを決定するにあた

り、早期償還決定期間のいずれかの日に参照通貨為替レートおよび／または日

本円／米ドル為替レートが情報配信ソースに表示されない場合、計算代理人

は、かかる日の直前に当該情報配信ソースにおいて最後に同時に表示された参

照通貨為替レートおよび日本円／米ドル為替レートを用いて適用為替レートを

計算し、またはその単独かつ完全な裁量により、かかる日における償還価額を

決定するものとする。 

  Nifty レバレッジ(プライスリターン)指数連動債の場合： 

(ⅰ)償還価額を算出するために使用されるNifty50 レバレッジ(2倍)インデック

ス(プライスリターン)を決定するにあたり、早期償還決定期間のいずれかの日

が予定取引所営業日でないかまたは障害日の場合、計算代理人は、かかる日の

直前に情報配信ソースに最後に表示されたNifty50 レバレッジ(2倍)インデック

ス(プライスリターン)を用いて、またはその単独かつ完全な裁量により、かか

る日における償還価額を決定するものとする。 

  (ⅱ)償還価額を算出するために使用される適用為替レートを決定するにあた

り、早期償還決定期間のいずれかの日に参照通貨為替レートおよび／または日

本円／米ドル為替レートが情報配信ソースに表示されない場合、計算代理人

は、かかる日の直前に当該情報配信ソースにおいて最後に同時に表示された参

照通貨為替レートおよび日本円／米ドル為替レートを用いて適用為替レートを

計算し、またはその単独かつ完全な裁量により、かかる日における償還価額を

決定するものとする。 
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  Nifty デイリーインバース(トータルリターン)指数連動債の場合： 

(ⅰ)償還価額を算出するために使用されるNifty50 デイリーインバースイン

デックス(トータルリターン)を決定するにあたり、早期償還決定期間のいずれ

かの日が予定取引所営業日でないかまたは障害日の場合、計算代理人は、かか

る日の直前に情報配信ソースに最後に表示されたNifty50 デイリーインバース

インデックス(トータルリターン)を用いて、またはその単独かつ完全な裁量に

より、かかる日における償還価額を決定するものとする。 

  (ⅱ)償還価額を算出するために使用される適用為替レートを決定するにあた

り、早期償還決定期間のいずれかの日に参照通貨為替レートおよび／または日

本円／米ドル為替レートが情報配信ソースに表示されない場合、計算代理人

は、かかる日の直前に当該情報配信ソースにおいて最後に同時に表示された参

照通貨為替レートおよび日本円／米ドル為替レートを用いて適用為替レートを

計算し、またはその単独かつ完全な裁量により、かかる日における償還価額を

決定するものとする。 

「通貨関連障害」とは、  以下の(ⅰ)または(ⅱ)のいずれかをいう。 

(ⅰ)計算代理人がその単独の裁量により判断するところにより、NEFもしくはそ

の関連会社またはノミニーもしくはヘッジ・カウンターパーティーが、下記の

参照通貨に関する事項を行うことを、直接または間接に妨げるかまたは遅延さ

せる効力を有する事由が発生および／または存在していること。 

(a)慣習的な正規のチャネルを通じて、参照通貨と規定通貨を交換すること。 

(b)参照通貨の流通域内に所在する国内機関の為替レートと少なくとも同程度

に有利な為替レートで参照通貨と規定通貨を交換すること。 

(c)規定通貨を参照通貨の流通域内における口座から参照通貨の流通域外の口

座に送金すること。 

(d)参照通貨の流通域内の口座間でまたは参照通貨の流通域内の非居住者であ

る当事者に参照通貨を送金すること。 

(e)規定通貨におけるその対象となるヘッジの価値を効果的に認識すること。 

(ⅱ)参照通貨の流通域内における政府その他の当局が、本外国指標連動証券に

関するポジションをヘッジするNEFの能力に重大な影響を与えるかまたはかかる

ヘッジを解消させる可能性があると計算代理人が誠実に判断する資本的な規制

を課す予定があることを公表したこと。 

参照通貨および規定通貨がいずれも日本円の場合、通貨関連障害に係る規定は

適用されないものとする。 

「当初評価日」とは、  2014年11月13日をいう。 

S&P500 配当貴族指数(課税後配当込み)連動債の場合： 

(ⅰ)償還価額を算出するために使用されるS&P500 配当貴族指数(課税後配当込

み)の決定にあたり、かかる日が予定取引所営業日ではないかまたは障害日の場

合、計算代理人は、かかる日の直前に情報配信ソースに最後に表示された

S&P500 配当貴族指数(課税後配当込み)を用いて、またはその単独かつ完全な裁

量により、当初評価日における償還価額を決定するものとする。 

  (ⅱ)償還価額を算出するために使用される適用為替レートの決定にあたり、か

かる日に適用為替レートが情報配信ソースに表示されない場合、計算代理人

は、かかる日の直前に当該情報配信ソースにおいて最後に表示された適用為替

レートを用いて、またはその単独かつ完全な裁量により、当初評価日における

償還価額を決定するものとする。 

  S&P シンガポールREIT指数(課税後配当込み)連動債の場合： 

(ⅰ)償還価額を算出するために使用されるS&P シンガポールREIT指数(課税後配

当込み)の決定にあたり、かかる日が予定取引所営業日ではないかまたは障害日
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の場合、計算代理人は、かかる日の直前に情報配信ソースに最後に表示された

S&P シンガポールREIT指数(課税後配当込み)を用いて、またはその単独かつ完

全な裁量により、当初評価日における償還価額を決定するものとする。 

  (ⅱ)償還価額を算出するために使用される適用為替レートの決定にあたり、か

かる日に参照通貨為替レートおよび／または日本円／米ドル為替レートが情報

配信ソースに表示されない場合、計算代理人は、かかる日の直前に当該情報配

信ソースにおいて最後に同時に表示された参照通貨為替レートおよび日本円／

米ドル為替レートを用いて適用為替レートを計算し、またはその単独かつ完全

な裁量により、当初評価日における償還価額を決定するものとする。 

  Nifty レバレッジ(プライスリターン)指数連動債の場合： 

(ⅰ)償還価額を算出するために使用されるNifty50 レバレッジ(2倍)インデック

ス(プライスリターン)の決定にあたり、かかる日が予定取引所営業日ではない

かまたは障害日の場合、計算代理人は、かかる日の直前に情報配信ソースに最

後に表示されたNifty50 レバレッジ(2倍)インデックス(プライスリターン)を用

いて、またはその単独かつ完全な裁量により、当初評価日における償還価額を

決定するものとする。 

  (ⅱ)償還価額を算出するために使用される適用為替レートの決定にあたり、か

かる日に参照通貨為替レートおよび／または日本円／米ドル為替レートが情報

配信ソースに表示されない場合、計算代理人は、かかる日の直前に当該情報配

信ソースにおいて最後に同時に表示された参照通貨為替レートおよび日本円／

米ドル為替レートを用いて適用為替レートを計算し、またはその単独かつ完全

な裁量により、当初評価日における償還価額を決定するものとする。 

  Nifty デイリーインバース(トータルリターン)指数連動債の場合： 

(ⅰ)償還価額を算出するために使用されるNifty50 デイリーインバースイン

デックス(トータルリターン)の決定にあたり、かかる日が予定取引所営業日で

はないかまたは障害日の場合、計算代理人は、かかる日の直前に情報配信ソー

スに最後に表示されたNifty50 デイリーインバースインデックス(トータルリ

ターン)を用いて、またはその単独かつ完全な裁量により、当初評価日における

償還価額を決定するものとする。 

  (ⅱ)償還価額を算出するために使用される適用為替レートの決定にあたり、か

かる日に参照通貨為替レートおよび／または日本円／米ドル為替レートが情報

配信ソースに表示されない場合、計算代理人は、かかる日の直前に当該情報配

信ソースにおいて最後に同時に表示された参照通貨為替レートおよび日本円／

米ドル為替レートを用いて適用為替レートを計算し、またはその単独かつ完全

な裁量により、当初評価日における償還価額を決定するものとする。 

「取引所営業日」とは、  本取引所または関連取引所が予定終了時刻よりも早く終了するか否かにかかわ

らず、それぞれの通常の取引時間において取引が行われるために本取引所およ

び関連取引所が営業を行っている予定取引所営業日をいう。 

「取引日」とは、  2014年10月27日をいう。 

「評価時刻」とは、  本取引所における予定終了時刻をいう。ただし、本取引所が予定終了時刻より

早く終了した場合、評価時刻は実際の終了時刻とする。 

「ヘッジ・カウンター 

 パーティー」とは、 

 NEFの関連会社、関係会社もしくはNEFが支配する会社、またはNEFもしくはその

関連会社もしくはノミニーがそれを通じてヘッジ取引を締結している会社を含

む（ただし、これらに限られない）あらゆる法域の当事者をいう。 

「ヘッジコストの増加」 

とは、 

 NEFおよび／またはその関連会社が、(ⅰ)本外国指標連動証券の発行および本外

国指標連動証券に基づく義務の履行に係る株価もしくはその他の価格に関する

NEFのリスクをヘッジするために必要と判断した取引もしくは資産の取得、設

定、再設定、代替、維持、解約もしくは処分を行うため、または(ⅱ)かかる取

-158-



引もしくは資産からの収益の実現、回収もしくは送金を行うために（取引日現

在の状況と比較して）著しく増加した租税、賦課金、費用または手数料（仲介

手数料を除く。）を負担する場合をいう。ただし、かかる著しい増加額が、NEF

および／またはその関連会社の信用力の低下のみに起因する場合、ヘッジコス

トの増加とはみなされない。 

「ヘッジ障害」とは、  NEFおよび／またはその関連会社が商業上合理的な努力を行ったにもかかわら

ず、(ⅰ)本外国指標連動証券の発行および本外国指標連動証券に基づく義務の

履行に係る株価もしくはその他の価格に関するNEFのリスクをヘッジするために

必要と判断した取引もしくは資産の取得、設定、再設定、代替、維持、解約も

しくは処分を行うことが不可能である場合、または(ⅱ)かかる取引もしくは資

産からの収益の実現、回収もしくは送金を行うことが不可能である場合をい

う。 

「ヘッジ取引」とは、  NEF、その関連会社またはノミニーが、本外国指標連動証券に基づくNEFの義務

の負担および履行を個別にまたはポートフォリオベースでヘッジするために行

う(ⅰ)有価証券、オプション、先物、デリバティブもしくは外国為替に関する

ポジションもしくは契約、(ⅱ)株式貸借取引または(ⅲ)その他の商品もしくは

取引（その表示方法を問わない。）の１つまたは複数の購入、売却、締結また

は維持をいう。 

「ヘッジ・ポジション」 

とは、 

 NEFおよび／またはその関連会社が、本外国指標連動証券を個別にまたはポート

フォリオベースでヘッジするために行う(ⅰ)有価証券、オプション、先物、デ

リバティブもしくは外国為替に関するポジションもしくは契約、(ⅱ)株式貸借

取引または(ⅲ)その他の商品もしくは取引（その表示方法を問わない。）の１

つまたは複数の購入、売却、締結または維持をいう。 

「法令変更」とは、  取引日以降、(ⅰ)適用法令（税法を含むが、これらに限られない。）の採択も

しくは変更により、または(ⅱ)正当な管轄権を有する裁判所、法廷もしくは規

制当局による適用法令の解釈の公表もしくは変更（税務当局が講じた一切の措

置を含む。）により、計算代理人が、(a)NEFおよび／もしくはその関連会社が

ヘッジ・ポジションを維持、取得もしくは処分することが違法となったか、ま

たは(b)本外国指標連動証券に基づく義務を履行するためにNEFおよび／もしく

はその関連会社が負担する費用が著しく増加することになる（NEFおよび／もし

くはその関連会社の租税債務の増加、税制上の優遇措置の減少もしくは課税状

況に不利なその他の影響による場合を含むが、これらに限られない。）と判断

する場合をいう。 

「本指数」とは、  S&P500 配当貴族指数(課税後配当込み)連動債の場合： 

S&P500 配当貴族指数(課税後配当込み)（S&P 500 Dividend Aristocrats Net 

Total Return Index）をいう。 

  S&P シンガポールREIT指数(課税後配当込み)連動債の場合： 

S&P シンガポールREIT指数(課税後配当込み)（S&P Singapore REIT Net Total 

Return Index）をいう。 

  Nifty レバレッジ(プライスリターン)指数連動債の場合： 

Nifty50 レバレッジ(2倍)インデックス(プライスリターン)（Nifty50 PR 2x 

Leverage Index）をいう。 

  Nifty デイリーインバース(トータルリターン)指数連動債の場合： 

Nifty50 デイリーインバースインデックス(トータルリターン)（Nifty50 Total 

Returns (TR) Daily Inverse Index）をいう。 

「本取引所」とは、  S&P500 配当貴族指数(課税後配当込み)連動債の場合： 

ニューヨーク証券取引所（New York Stock Exchange）およびナスダック株式市

場（NASDAQ Stock Market）をいい、それらの承継取引所を含むものとする。 
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  S&P シンガポールREIT指数(課税後配当込み)連動債の場合： 

シンガポール取引所（Singapore Exchange Ltd.）をいい、その承継取引所を含

むものとする。 

  Nifty指数連動債の場合： 

インド・ナショナル証券取引所（National Stock Exchange of India Ltd.）を

いい、その承継取引所を含むものとする。 

「予定取引所営業日」 

とは、 

 本取引所および関連取引所のいずれもが通常取引時間での取引を行う予定の日

をいう。 

「予定終了時刻」とは、  本取引所または関連取引所および予定取引所営業日に関し、かかる予定取引所

営業日の本取引所または関連取引所の平日の予定終了時刻をいう。時間外また

は通常時間外の他の取引は考慮しない。 

「FX[t]」または「適用為替 

 レート」とは、 

 S&P500 配当貴族指数(課税後配当込み)連動債の場合： 

計算代理人が決定した日の午後４時（ロンドン時間）頃にトムソン・ロイ

ター・インフォメーション・サービシズ（ Thomson Reuters Information 

Services）の「WMRSPOT12」のページの「Japanese Yen」の欄または計算代理人

が決定する後継もしくは代替のページもしくは情報配信ソースに表示される日

本円／米ドルの為替相場の仲値（１米ドル当たりの日本円の値として表示され

る。）をいう。 

  S&P シンガポールREIT指数(課税後配当込み)連動債およびNifty指数連動債の場

合： 

以下の算式に従って算出される為替レートをいい、S&P シンガポールREIT指数

(課税後配当込み)連動債の場合、小数点第３位未満を四捨五入し、Nifty指数連

動債の場合、小数点第４位未満を四捨五入する。 

  
FX[t] ＝ 

FX2  

FX1 

「FX1」または「参照通貨 

 為替レート」とは、 

 S&P シンガポールREIT指数(課税後配当込み)連動債の場合： 

計算代理人が決定した日の午後４時（ロンドン時間）頃にトムソン・ロイ

ター・インフォメーション・サービシズ（ Thomson Reuters Information 

Services）の「WMRSPOT13」のページの「Singapore Dollar」の欄または計算代

理人が決定する後継もしくは代替のページもしくは情報配信ソースに表示され

るシンガポールドル／米ドルの為替相場の仲値（１米ドル当たりのシンガポー

ルドルの値として表示される。）をいう。 

  Nifty指数連動債の場合： 

計算代理人が決定した日の午後４時（ロンドン時間）頃にトムソン・ロイ

ター・インフォメーション・サービシズ（ Thomson Reuters Information 

Services）の「WMRSPOT12」のページの「Indian Rupee」の欄または計算代理人

が決定する後継もしくは代替のページもしくは情報配信ソースに表示されるイ

ンドルピー／米ドルの為替相場の仲値（１米ドル当たりのインドルピーの値と

して表示される。）をいう。 

「FX2」または「日本円／ 

 米ドル為替レート」 

とは、 

 S&P シンガポールREIT指数(課税後配当込み)連動債およびNifty指数連動債に関

して、計算代理人が決定した日の午後４時（ロンドン時間）頃にトムソン・ロ

イター・インフォメーション・サービシズ（Thomson Reuters Information 

Services）の「WMRSPOT12」のページの「Japanese Yen」の欄または計算代理人

が決定する後継もしくは代替のページもしくは情報配信ソースに表示される日

本円／米ドルの為替相場の仲値（１米ドル当たりの日本円の値として表示され

る。）をいう。 

「FX[0]」とは、  当初評価日における適用為替レートをいう。 
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「ILt」または「償還価額」 

とは、 

 当初評価日（当日を含む。）から最終評価日（当日を含む。）までの期間のい

ずれかの暦日（t）において、以下の算式により計算代理人が決定する値をい

う。 

  S&P500 配当貴族指数(課税後配当込み)連動債の場合： 

  
ILt = ILt-1 × 

(SPDAUDN[t]×FX[t]) 
× (1 - 管理費用 × 

1 
) 

(SPDAUDN[t-1]×FX[t-1]) 365 

   

  S&P シンガポールREIT指数(課税後配当込み)連動債の場合： 

  
ILt = ILt-1 × 

(SPSGDRSN[t]×FX[t]) 
× (1 - 管理費用 × 

1 
) 

(SPSGDRSN[t-1]×FX[t-1]) 365 

   

  Nifty レバレッジ(プライスリターン)指数連動債の場合： 

  
ILt = ILt-1 × 

(NPR2XL[t]×FX[t]) 
× (1 - 管理費用 × 

1 
) 

(NPR2XL[t-1]×FX[t-1]) 365 

   

  Nifty デイリーインバース(トータルリターン)指数連動債の場合： 

  
ILt = ILt-1 × 

(NTR1XI[t]×FX[t]) 
× (1 - 管理費用 × 

1 
) 

(NTR1XI[t-1]×FX[t-1]) 365 

「IL0」とは、  100をいう。 

「NPR2XL[t]」または 

「Nifty50 レバレッジ(2倍) 

 インデックス 

 (プライスリターン)」とは、 

 ブルームバーグの「NPR2XL Index」のページまたは計算代理人が決定する後継

もしくは代替のページもしくは情報配信ソースに表示される、いずれかの日の

Nifty50 レバレッジ(2倍)インデックス(プライスリターン)の終値をいう。 

「NPR2XL[0]」とは、  当初評価日におけるNifty50 レバレッジ(2倍)インデックス(プライスリターン)

をいう。 

「NTR1XI[t]」または 

「Nifty50 デイリーインバース 

 インデックス 

 (トータルリターン)」 

とは、 

 ブルームバーグの「NTR1XI Index」のページまたは計算代理人が決定する後継

もしくは代替のページもしくは情報配信ソースに表示される、いずれかの日の

Nifty50 デイリーインバースインデックス(トータルリターン)の終値をいう。 

「NTR1XI[0]」とは、  当初評価日におけるNifty50 デイリーインバースインデックス(トータルリター

ン)をいう。 

「SPDAUDN[t]」または 

「S&P500 配当貴族指数 

 (課税後配当込み)」とは、 

 ブルームバーグの「SPDAUDN Index」のページまたは計算代理人が決定する後継

もしくは代替のページもしくは情報配信ソースに表示される、いずれかの日の

S&P500 配当貴族指数(課税後配当込み)の終値をいう。 

「SPDAUDN[0]」とは、  当初評価日におけるS&P500 配当貴族指数(課税後配当込み)をいう。 

「SPSGDRSN[t]」または 

「S&P シンガポールREIT指数 

 (課税後配当込み)」とは、 

 ブルームバーグの「SPSGDRSN Index」のページまたは計算代理人が決定する後

継もしくは代替のページもしくは情報配信ソースに表示される、いずれかの日

のS&P シンガポールREIT指数(課税後配当込み)の終値をいう。 

「SPSGDRSN[0]」とは、  当初評価日におけるS&P シンガポールREIT指数(課税後配当込み)をいう。 

「t」とは、  当初評価日（当日を含む。）から最終評価日（当日を含む。）までの連続する

各暦日の数字を表し、当初評価日の場合には０を意味し、当初評価日後の第１

暦日目の日の場合には１を意味し、第２暦日目の日の場合には２を意味し、以

降同様とする。 
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(d) 本指数の調整 

(イ)承継指数 

本指数が(ⅰ)インデックス・スポンサーにより算出および公表されないが、計算代理人に受入

れ可能な後継のスポンサーにより算出および公表される場合または(ⅱ)本指数の計算に用いられ

るものと同一もしくは実質的に同様であると計算代理人が判断する算式および計算方法を用いて

承継の指数に置き換えられる場合、かかる指数（以下「承継指数」という。）は本指数とみなさ

れる。 

(ロ)調整事由 

(ⅰ)インデックス・スポンサーが本指数の算式もしくは計算方法につき著しい変更を行う旨を

公表するかもしくはその他の方法により本指数を著しく修正する場合（構成株式および資本構成

ならびにその他の慣例的事由に変更が生じた場合に本指数を維持するために行われる算式もしく

は方法の修正を除き、以下「本指数の修正」という。）、もしくは本指数を恒久的に取消し、承

継指数が存在しない場合（以下「本指数の取消し」という。）、(ⅱ)インデックス・スポンサー

が本指数の算出および公表を行わない場合（本指数の修正および本指数の取消しとあわせて以下

「指数調整事由」という。）、または(ⅲ) 計算代理人が、その単独の裁量により、法令変更、

ヘッジ障害、ヘッジコストの増加もしくは通貨関連障害（以下それぞれを「追加障害事由」とい

う。）が生じたと判断した場合、NEFは、その単独の裁量により、下記(あ)または(い)に記載す

る行為を行うことができる。 

(あ) 計算代理人に対して、満期償還額および／または本外国指標連動証券のその他の条件に

ついて、調整事由（以下に定義する。）に対応するための相応な調整（もしあれば）を行

い、かかる調整の発効日を決定するように要求する。 

(い) 下記「９ 通知」に従い本外国指標連動証券の所持人に対して通知を行うことにより、本

外国指標連動証券を償還する。本外国指標連動証券が償還される場合、NEFは、下記「９ 

通知」に従い本外国指標連動証券の所持人に対して通知された日に、各本外国指標連動証

券の所持人に対して期限前償還金額（下記「(f) 税制変更による繰上償還」に定義する。）

を支払うものとする。 

「調整事由」とは、指数調整事由または追加障害事由をいう。 

(ハ)指数の訂正 

インデックス・スポンサーにより公表され、本外国指標連動証券に関する何らかの計算または

判定に用いられた指数の水準が、その後訂正され、本指数の水準に関連して決定された金額およ

び／または利率の訂正を要する場合であって、その本指数の水準の訂正が当初の公表日から１取

引所営業日以内にインデックス・スポンサーによって公表された場合（ただし、いかなる状況に

おいても関連する支払期日以前に限る。）、計算代理人は、(ⅰ)かかる訂正、(ⅱ)計算代理人に

より算出されるかかる訂正により発生する支払額および(ⅲ)かかる訂正により生じる本外国指標

連動証券の条件への必要な範囲内の調整を、かかる訂正が公表された後可及的速やかにNEFおよ

び代理人に通知するものとする。 

 

＜免責事項＞ 

S&P指数(課税後配当込み)連動債の場合： 

本指数は、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス・エルエルシー（S&P Dow Jones Indices LLC）

（以下「SPDJI」という。）の商品であり、これを利用するライセンスが野村證券株式会社に付与

されている。スタンダード・アンド・プアーズ®（Standard & Poor's®）およびS&P®は、スタン

ダード・アンド・プアーズ・ファイナンシャル・サービシズ・エルエルシー（Standard & Poor's 
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Financial Services LLC）（以下「スタンダード・アンド・プアーズ」という。）の登録商標、ダ

ウ・ジョーンズ®（Dow Jones®）は、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディングス・エ

ルエルシー（Dow Jones Trademark Holdings LLC）（以下「ダウ・ジョーンズ」という。）の登録

商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに付与され、さらに野村證券株式会社に

特定の目的のためにサブライセンスが付与されている。本外国指標連動証券は、SPDJI、ダウ・

ジョーンズ、スタンダード・アンド・プアーズまたはそれぞれの関連会社がスポンサーとなってい

るものではなく、また、それらによって、保証、販売または宣伝されているものではない。また、

SPDJI、ダウ・ジョーンズ、スタンダード・アンド・プアーズまたはそれぞれの関連会社は、かか

る商品が投資に適するものであるかという点に関して、いかなる表明もしておらず、本指数に係る

誤謬、欠落または中断に対して、いかなる責任も負わない。 

 

Nifty指数連動債の場合： 

本外国指標連動証券は、NSE Indices Limitedがスポンサーとなっているものではなく、また、

NSE Indices Limitedによって、保証、販売または宣伝されているものではない。NSE Indices 

Limitedは、本外国指標連動証券の所有者または公衆に対して、有価証券一般または本外国指標連

動証券が投資に適するものであるかという点、または本指数がインドにおける株式市場全体のパ

フォーマンスに対応したパフォーマンスをあげられるかという点に関して、明示的または黙示的を

問わず、いかなる表明または保証もしていない。NSE Indices Limitedとノムラ・ヨーロッパ・

ファイナンス・エヌ・ブイ（以下「NEF」という。）との間の関係は、NEFまたは本外国指標連動証

券とは関係なくNSE Indices Limitedにより決定、構成および計算される本指数ならびに本指数に

関連する商標および商号に関するライセンスの付与だけである。NSE Indices Limitedは、本指数

の決定、構成または計算において、NEFまたは本外国指標連動証券の所有者の要求を考慮する義務

を負わない。NSE Indices Limitedは、本外国指標連動証券の発行される時期、価格もしくは数量

の決定、または本外国指標連動証券が将来換金される計算式の決定もしくは計算に関して責任を負

わず、またこれらに関与していない。NSE Indices Limitedは、本外国指標連動証券の管理、販売

または取引に関して、いかなる義務または責任も負わない。 

NSE Indices Limitedは、本指数またはそれに含まれるデータについて、その正確性および／ま

たは完全性を保証するものではなく、また、NSE Indices Limitedは、それらに含まれる誤謬、欠

落または中断に対して、いかなる責任も負わない。NSE Indices Limitedは、本指数またはそれに

含まれるデータを使用することによりNEF、本外国指標連動証券の所有者またはその他の個人もし

くは法人が得る結果について、明示的または黙示的を問わず、いかなる保証もしない。NSE 

Indices Limitedは、明示的または黙示的を問わず、いかなる保証もせず、本指数またはそれに含

まれるデータの商品性、特定の目的もしくは使用への適合性について、あらゆる保証を行うことを

明示的に否認する。上記を制限することなく、NSE Indices Limitedは、たとえかかる損害の可能

性について通知されていたとしても、あらゆる直接的損害、特別損害、懲罰的損害、間接的損害ま

たは派生的損害（逸失利益を含む。）を含む、本外国指標連動証券に起因もしくは関連する請求、

損害または損失に関する一切の責任を明示的に否認する。 

投資家は、本外国指標連動証券の申込みまたは購入を行うことによって本免責事項を認め、理

解し、同意したものとみなされ、かつそれに拘束されるものとする。 

 

(e) 本外国指標連動証券の所持人の選択による償還 

本外国指標連動証券の所持人が、下記「９ 通知」に従い、所持人の選択による償還日（以下に

定義する。）に先立つ15日以上30日以内の事前の通知をNEFに対して行った場合、NEFは、所持人の
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選択による償還日に、本外国指標連動証券を所持人の選択による償還額（以下に定義する。）によ

り償還しなければならない。ただし、かかる本外国指標連動証券の所持人による償還請求は、額面

金額２億円以上１万円単位の本外国指標連動証券に関するものに限り、行うことができる。 

「所持人の選択による償還日」とは、発行日（当日を含む。）から満期償還日（当日を含まな

い。）までの、各営業日をいう。本外国指標連動証券の額面金額当たりの「所持人の選択による償

還額」とは、計算代理人がその単独の裁量により商業上合理的な方法で決定する、通知がなされた

日現在の本外国指標連動証券の額面金額の公正な経済価値に相当する金額から、NEFが負担した対

象となる関連ヘッジ取引の解消に係る費用を控除した円貨額をいう。 

本外国指標連動証券の所持人による上記の通知は、取消不能とする。ただし、所持人の選択に

よる償還日より前に債務不履行事由（下記「６ 債務不履行事由」に定義する。）が発生し、かつ

継続している場合、本外国指標連動証券の所持人は、NEFに通知することにより、上記の通知を取

り消すことができ、下記「６ 債務不履行事由」に従い本外国指標連動証券の期限の利益を喪失さ

せ、直ちに支払われるべき旨を宣言することを選択することができる。 

 

(f) 税制変更による繰上償還 

NEFは、下記の場合において、その選択により随時、下記「９ 通知」に従い30日以上60日以内

の（取消不能の）通知を本外国指標連動証券の所持人に対して行うことにより本外国指標連動証

券の全部（一部は不可）を償還することができる。 

(ⅰ) NEF（または保証状（下記「４ 本外国指標連動証券の地位および保証 (b) 本外国指標連動

証券の保証」に定義する。）に基づく支払が要求された場合には保証会社）が、本外国指標連

動証券の当初の発行日以後に効力が発生する、オランダもしくは（場合により）日本もしくは

その行政区画もしくは課税当局の法律もしくは規則の変更もしくは修正により、またはかかる

法律もしくは規則の適用もしくは公的な解釈の変更により、本外国指標連動証券に基づく次回

の支払期日において、下記「８ 課税上の取扱い」に規定する追加額の支払義務が生じたかもし

くは生じうる場合、またはそれぞれの場合において当該支払に関する金額をオランダもしくは

（場合により）日本の課税当局に報告する義務が生じたかもしくは生じうる場合であり、 

(ⅱ) NEF（または保証会社）が利用可能な合理的な手段を講じることによっても、かかる義務を

回避することができない場合。 

ただし、かかる償還の通知は、本外国指標連動証券（または場合により保証状）について支払

期限が到来した場合、NEF（または保証会社）のかかる追加額の支払義務または上述の課税当局に

対し報告義務のある支払を行う義務が生じる最初の日の90日以前は行われないものとする。 

本号に基づく償還の通知に先立ち、NEFは代理人に対し、その所定の事務所において本外国指標

連動証券の所持人の閲覧に供するため、NEFがかかる償還を行う権利を有している旨およびNEFが

償還を行う権利の前提条件を示す事実が発生した旨を記載した、NEFの取締役１名（または保証会

社の代表執行役）の署名ある証明書、およびNEF（または保証会社）が、かかる変更または修正に

よりかかる追加額の支払義務または上述の課税当局に対する報告義務を負っており、または今後

負うこととなる旨の定評ある独立の法律顧問による法律意見書を交付する。 

本号に従い償還される各本外国指標連動証券は、期限前償還金額により償還される。「期限前

償還金額」とは、計算代理人が本指数の動向および必要とみなすその他の要素を考慮し、誠実に

かつ商業上合理的な方法で決定する各本外国指標連動証券の公正な市場価格と等しい金額から、

かかる期限前償還に関連してNEFが負担した対象となる関連ヘッジ取引の解消に係る費用を含む

（ただし、これらに限られない。）費用を控除した金額をいう。 
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上記「(b) 早期償還」、上記「(e) 本外国指標連動証券の所持人の選択による償還」、本号、

次号および下記「６ 債務不履行事由」に別段の定めがある場合を除き、本外国指標連動証券を満

期償還日より前に償還することはできない。 

 

(g) 規制事由による償還 

NEFは、適用ある法令または規則の変更の結果、本外国指標連動証券が未償還であることのみを

理由として、NEFが追加的な法域もしくは規制当局の規制に服することを要求された場合、または

NEFが重大な負担になるとみなす追加的な法律要件もしくは規制に服することとなった、もしくは

今後服することとなる場合、その選択により随時、下記「９ 通知」に従い30日以上60日以内の

（取消不能の）通知を本外国指標連動証券の所持人に対して行うことにより本外国指標連動証券

の全部（一部は不可）を償還することができる。 

本号に従い償還される各本外国指標連動証券は、期限前償還金額により償還される。 

 

(h) 買入 

NEF、保証会社またはその子会社（以下に定義する。）は随時、公開市場におけるか否かを問わ

ず、いかなる価格でも本外国指標連動証券を買い入れることができる。かかる本外国指標連動証

券は、保有、再発行、再売買し、またはNEFの選択により、支払代理人（下記「12 その他 (3) 

代理契約」に定義する。）に消却のために提出することができる。 

本号において、「子会社」とは、NEFまたは保証会社の子会社（1985年会社法第736条に定義さ

れる。）を意味する。 

 

(i) 消却 

償還された全ての本外国指標連動証券は直ちに消却される。このように消却された全ての本外

国指標連動証券および上記「(h) 買入」に従って買入消却された本外国指標連動証券は代理人に

交付され、これを再発行または再売却することはできない。本外国指標連動証券の要項で消却

（償還時を除く。）が要求される恒久大券により表章される本外国指標連動証券の消却は、当該

恒久大券の額面金額の減少により有効となる。 

 

３ 支払 

(a) 支払に関する一般規定 

支払は、あらゆる場合において、(ⅰ)支払の場所において適用ある財務もしくはその他の法律お

よび規則ならびに(ⅱ)1986年合衆国内国歳入法（以下「内国歳入法」という。）第871(m)条に従い

要求される源泉徴収もしくは控除もしくは内国歳入法第1471(b)条に記載の契約に従い要求される

源泉徴収もしくは控除、または内国歳入法第1471条から第1474条までの規定、かかる条項に基づく

規則もしくは合意、かかる条項の公的な解釈もしくはかかる条項に関する政府間の提案を施行する

法律に従って課される源泉徴収もしくは控除に服するが、下記「８ 課税上の取扱い」の規定を妨

げないものとする。 

大券の所持人は、当該大券により表章された本外国指標連動証券に関する支払を受けることので

きる唯一の者であり、NEFおよび保証会社は、当該大券の所持人に対しまたは当該所持人の指図に

従い支払をなすことにより、そのように支払われた各金額について免責される。ユーロクリア・バ

ンク・エス・エー／エヌ・ブイ（以下「ユーロクリア」という。）またはクリアストリーム・バン

キング・エス・エー（以下「クリアストリーム・ルクセンブルク」という。）の名簿に当該大券に

より表章された本外国指標連動証券の一定の額面金額の実質的な所持人として記載されている者は、
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当該大券の所持人に対しまたは当該所持人の指図に従いNEFまたは保証会社が支払った各金額に関

するかかる所持人の持分について、ユーロクリアおよび／または（場合により）クリアストリー

ム・ルクセンブルクに対してのみ支払を請求するものとする。当該大券の所持人以外の者は、当該

大券に関する支払についてNEFまたは保証会社に対する請求権を有しない。 

 

(b) 支払日 

本外国指標連動証券に関する金員の支払期日が、支払日（以下に定義する。）以外の日にあたる

場合には、当該本外国指標連動証券の所持人は当該場所における翌支払日まで支払を受けることが

できず、かつ、かかる支払の繰延に関して、追加利息その他の金員の支払を受けることができない。

本号において、「支払日」とは、以下の意味を有する。 

S&P500 配当貴族指数(課税後配当込み)連動債の場合： 

東京、ロンドンおよびニューヨークにおいて、商業銀行および外国為替市場が、支払の決済を

行い、通常の業務（外国為替取引および外貨預金取引を含む。）を営んでいる日。 

S&P シンガポールREIT指数(課税後配当込み)連動債の場合： 

東京、ロンドンおよびシンガポールにおいて、商業銀行および外国為替市場が、支払の決済を

行い、通常の業務（外国為替取引および外貨預金取引を含む。）を営んでいる日。 

Nifty指数連動債の場合： 

東京、ロンドンおよびムンバイにおいて、商業銀行および外国為替市場が、支払の決済を行い、

通常の業務（外国為替取引および外貨預金取引を含む。）を営んでいる日。 

 

(c) 元本および利息の解釈 

「本外国指標連動証券の概要」において、本外国指標連動証券に関する元本には、場合により、

以下のものを含むものとみなす。 

(ⅰ)下記「８ 課税上の取扱い」に基づき、元本に関し支払われることのある追加額。 

(ⅱ)本外国指標連動証券の満期償還額。 

(ⅲ)本外国指標連動証券の期限前償還金額。 

(ⅳ)本外国指標連動証券の所持人の選択による償還額。 

 

４ 本外国指標連動証券の地位および保証 

(a) 本外国指標連動証券の地位 

本外国指標連動証券は、NEFの直接、無条件、非劣後かつ（下記「５ 担保提供制限」に従い）無

担保の債務であり、本外国指標連動証券相互の間において優先または劣後することなく、同順位で

あり、（下記「５ 担保提供制限」に従い、また法律上優先権が認められる一定の債務を除き）NEF

のその時々において残存する現在および将来の他の一切の無担保の非劣後債務と、少なくとも同順

位である。 

 

(b) 本外国指標連動証券の保証 

本外国指標連動証券に関するNEFの支払および交付義務は、2014年８月１日付保証状（以下「保

証状」という。）により保証会社が無条件かつ取消不能の形で保証する。保証状に基づく保証会社

の債務は、保証会社の直接、無条件、非劣後かつ（下記「５ 担保提供制限」に従い）無担保の債

務であり、また、（下記「５ 担保提供制限」に従い、また国税および地方税に関する債務および

その他法律により定められた例外は除き）保証会社の現在および将来の他の一切の無担保の非劣後

債務と、少なくとも同順位である。  
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５ 担保提供制限 

(a) NEFの担保提供制限 

NEFは、未償還残存（代理契約（下記「12 その他 (3) 代理契約」に定義する。）に定義され

る。）の本外国指標連動証券が存在する限り、NEF自身の債務（以下に定義する。）、または第三

者の債務について現在もしくは将来の債権者の利益のために行う保証もしくは補償に係る義務を担

保するために、NEFの現在または将来のいかなる事業、資産または収入の全部または一部に対して

も、いかなる抵当権、先取特権、質権その他の担保権も設定せず、また存続させないものとする。

ただし、同時に、当該債務または（場合により）保証もしくは補償と少なくとも同順位かつ同等の

比率をもって本外国指標連動証券も担保される場合、または社債権者集会の特別決議（代理契約に

定義される。）により承認された他の担保もしくは保証が本外国指標連動証券のために提供される

場合は、この限りでない。本項において「債務」とは、満期まで１年を超える期間がある有価証券

上の債務で、かつオランダもしくはその他の地域における証券取引所、店頭登録市場もしくはその

他の有価証券市場で相場が立ち、上場され、通常取引または売買されているか、その予定であるも

のを意味する。 

 

(b) 保証会社の担保提供制限 

保証会社が保証する本外国指標連動証券に未償還残存のものが存在する限り、保証会社は、いか

なる証券（以下に定義する。）の所持人のためにも、(ⅰ)当該証券がその要項により円貨以外の通

貨で支払われるかもしくは円貨以外の通貨で支払を受ける権利を与えるものである場合、または当

該証券が円貨で表示され、かつその元本総額の50％超が保証会社もしくは（保証会社でない場合は）

NEFにより、もしくはその授権に基づいて、当初日本国外で分売される場合であり、かつ(ⅱ)当該

証券が日本国外の証券取引所、店頭登録市場その他の有価証券市場で相場が立ち、上場され、通常

取引もしくは売買されているか、その予定である場合には、①かかる証券に関する支払、②かかる

証券の保証に基づく支払、または③かかる証券に関する補償もしくはその他の債務に基づく支払を

担保するために、保証会社の現在または将来のいかなる財産、資産または収入の全部または一部に

対しても、いかなる抵当権、先取特権、質権その他の担保権も設定せず、また存続を認めないこと

を保証する。ただし、上記のいずれの場合においても、保証状に基づき、同時に、当該証券、保証、

補償もしくはその他類似の債務に関し提供されるか、または残存する担保と同じ担保もしくは社債

権者集会の特別決議により承認された他の担保もしくは保証が、本外国指標連動証券のために提供

される場合は、この限りではない。 

本項において、「証券」とは、発行時から１年を超える期間を有するNEFもしくは保証会社また

はその他の者の社債、ディベンチャー、ノートその他類似の投資証券を意味する。 

 

６ 債務不履行事由 

下記の事由（以下「債務不履行事由」という。）のいずれかが発生し、かつその事由が継続して

いる場合には、各本外国指標連動証券の所持人は、NEFおよび保証会社に対し書面による通知を行う

ことにより（代理人に対しては単に情報を提供する目的でその写しを送付する。）、当該本外国指

標連動証券の所持人が有する本外国指標連動証券につき期限の利益を喪失し、直ちに支払われるべ

き旨を宣言することができ、これにより当該本外国指標連動証券は、呈示、要求、申立その他一切

の通知を要せず期限前償還金額で直ちに償還されるものとする。ただし、NEFおよび保証会社がかか

る通知を受領する前に当該債務不履行事由が治癒された場合はこの限りでない。 

(a) 本外国指標連動証券の元本の償還または本外国指標連動証券に関する証券の交付につき、７日

を超える遅滞があった場合。 
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(b) NEFまたは保証会社が、本外国指標連動証券もしくは保証状（もしあれば）に定められるNEFも

しくは（場合により）保証会社の他の約束もしくは約定、または代理契約に定められる本外国指

標連動証券の所持人のための約束もしくは約定の履行または遵守を怠り、かつ、いずれの場合に

おいても、NEFまたは（場合により）保証会社が当該不履行を治癒することを要求する本外国指標

連動証券の所持人からの書面による通知が（直接であるか代理人を通じてであるかを問わず）NEF

および保証会社に対し交付された後30日間継続した場合。 

(c) 残存元本総額が1,000万米ドル（他の通貨の場合は同額相当）以上のNEFもしくは保証会社の本

外国指標連動証券以外の借入金債務が不履行により期限の利益を喪失した場合、もしくはNEFもし

くは保証会社がかかる債務につき満期においてもしくは適用ある支払猶予期間が経過してもなお

弁済を怠っている場合（もしくはかかる債務が要求払の場合、支払要求の後３営業日、もしくは

これより長期の適用ある支払猶予期間が経過してもなお弁済を怠っている場合）、または現存す

る元本もしくは元本総額が1,000万米ドル（他の通貨の場合は同額相当）以上の第三者の借入金債

務についてNEFもしくは保証会社が付与した保証もしくは補償の履行期が到来し、適用ある支払猶

予期間の経過後履行の請求を受けたにもかかわらず履行されない場合。 

(d) 所在地において管轄権を有する裁判所が、オランダもしくは（場合により）日本において適用

ある破産、支払不能もしくは会社更生に関する法律に基づき、NEFもしくは保証会社の破産もしく

は支払不能を認める決定もしくは命令を下した場合、もしくはNEFもしくは保証会社の会社更生を

求める申立が適正になされたものと認めた場合で、かつ当該決定もしくは命令が継続する60日間

解除もしくは停止されない場合、または、所在地において管轄権を有する裁判所が、オランダも

しくは（場合により）日本において適用ある破産、支払不能もしくは会社更生に関する法律に基

づき、NEFもしくは保証会社の破産もしくは会社更生に関してもしくはその財産の全部もしくは実

質的に全部についてもしくはその解散もしくは清算の事由について管財人、清算人、受託者もし

くは譲受人を選任する決定もしくは命令を下した場合で、かつ当該決定もしくは命令が継続する

60日間解除もしくは停止されない場合。 

(e) NEFまたは保証会社が、オランダもしくは（場合により）日本において適用ある破産法もしくは

会社更生法に基づき自己破産を申立てた場合、NEFもしくは保証会社に対する破産の申立に同意し

た場合、支払猶予（NEFに関してのみ）、会社更生もしくは債務整理を求める申立、答弁もしくは

同意を行った場合、もしくはNEFもしくは保証会社もしくはそれらの財産の全部もしくは実質的に

全部について破産もしくは会社更生の管財人、清算人、受託者もしくは譲受人を選任することに

同意した場合、もしくはそれらの債権者に対して債権譲渡を行い、債務整理を申入れ、もしくは

書面により履行期にある債務の支払ができないことを認めた場合、またはNEFもしくは保証会社が

上記の目的のいずれかを達成するための法人活動を行った場合。 

(f) 社債権者集会の特別決議によりその条件が承認された新設合併、事業結合、吸収合併もしくは

事業再編成を目的としもしくはこれに基づく場合、または存続会社がそれぞれ本外国指標連動証

券もしくは保証状に基づくNEFもしくは保証会社の債務の一切を有効に引き受けることとなる新設

合併、事業結合、吸収合併もしくは事業再編成を目的としもしくはこれに基づく場合を除き、NEF

または保証会社がその営業の全部もしくは実質的に全部を停止し、またはその資産の全部もしく

は実質的に全部を処分した場合。ただし、保証会社については、保証会社を持株会社とする事業

再編成または保証会社を持株会社の傘下に置く事業再編成の場合で、その結果保証会社が営業の

全部もしくは実質的に全部を停止し、またはその資産の全部もしくは実質的に全部を処分するこ

ととなっても、本項は適用されないものとする。 
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(g) 理由の如何を問わず、保証状（上記(f)に言及される事業再編成後の承継者たる保証会社によっ

て調印がなされた保証状を含む。）が完全な効力を生じない（または保証会社がその旨主張する）

場合。 

上記(c)に関して、米ドル以外の通貨による借入金債務は、期限の利益を喪失したか、または（場

合により）当該債務不履行事由が発生した日（ロンドン時間）において、代理人が指定した主要銀

行により表示されるロンドンにおける米ドル買いに対する当該通貨の売りのための直物相場で換算

するものとする（ただし、理由の如何を問わず、当日にかかるレートを得られない場合は、その後

に最も早く入手可能な日におけるレートによる。）。 

 

７ 社債権者集会、変更および権利放棄 

代理契約は、本外国指標連動証券および代理契約の一定の条項を特別決議により修正することを

承認することを含む、本外国指標連動証券の所持人の利益に影響を与える事項について審議するた

めに社債権者集会を招集することについて、定めている。 

NEF、（場合により）保証会社または本外国指標連動証券の元本残高の10分の１以上を有する本外

国指標連動証券の所持人は、社債権者集会を招集することができる。特別決議を採択するための社

債権者集会の定足数は、本外国指標連動証券の元本残高の過半を保有または代表する１名以上の者、

その延会においては、保有または代表される本外国指標連動証券の元本金額の如何にかかわらず、

本外国指標連動証券の所持人本人またはその代理人１名以上の者とする。ただし、本外国指標連動

証券の規定の修正（本外国指標連動証券の償還日の修正、本外国指標連動証券の元本の減額もしく

は取消、交換条項付社債もしくはエクイティ・リンク償還条項付社債の償還に関する資産（もしあ

れば）の交付に係る規定の変更、もしくは本外国指標連動証券の支払通貨を変更する場合を含

む。）、または代理契約の一定の条項の修正を議題とする集会においては、特別決議を採択するた

めに必要な定足数は、３分の２以上を保有または代表する１名以上の者、その延会においては、本

外国指標連動証券の元本残高の３分の１以上を保有または代表する１名以上の者とする。社債権者

集会で採択された特別決議は、出席の有無にかかわらず本外国指標連動証券の所持人の全てを拘束

する。 

代理人、NEFおよび保証会社は、本外国指標連動証券の所持人の同意を得ることなく、以下につい

て合意することができる。 

(a) （NEFおよび保証会社の意見において）本外国指標連動証券の所持人の利益に重要な影響のない

本外国指標連動証券、代理契約、ディード・オブ・コベナントおよび／または保証状の条項の修

正（上記に述べた場合を除く。）（本外国指標連動証券の所持人の個別の状況または特定の法域

における調整による課税もしくはその他の結果は勘案しない。）。 

(b) 本外国指標連動証券、代理契約、ディード・オブ・コベナントおよび／または保証状について

の（NEFおよび保証会社の意見において）形式的、軽微もしくは技術的な修正、または明白な誤記

の訂正もしくは適用ある法令の強行規定に従うための訂正。 

かかる修正は、本外国指標連動証券の所持人の全てを拘束する。また、かかる修正後は、下記

「９ 通知」に従い本外国指標連動証券の所持人に可及的速やかにその旨通知される。 

 

８ 課税上の取扱い 

本外国指標連動証券に投資しようとする申込人は、各申込人の状況に応じて、本外国指標連動証

券に投資することによる課税上の取扱いおよびリスクまたは本外国指標連動証券に投資することが

適当か否かについて各自の財務・税務顧問に相談する必要がある。 
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本外国指標連動証券に係るNEFによる支払または保証状に基づく保証会社による支払は全て、オラ

ンダ（NEFの場合）もしくは日本（保証会社の場合）またはそれらの行政区画もしくはそれらの課税

当局もしくはそれらの域内の課税当局によりまたはそれらに代わって、現在または将来において課

され、賦課され、徴税され、源泉徴収され、課税されるあらゆる性質の税金、賦課金、公租公課を

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

源泉徴収または控除を法により強制される場合を除く。この場合、NEFまたは（場合により）保証会

社は、本外国指標連動証券の所持人がかかる源泉徴収または控除の後に受領する本外国指標連動証

券の元本の純受取額が、かかる源泉徴収または控除がなければ本外国指標連動証券について受領し

たであろう金額と等しくなるように必要な追加額を支払うものとする。ただし、かかる追加額は以

下の本外国指標連動証券に関しては支払われないものとする。 

(ⅰ) 本外国指標連動証券を保有する以外に、(x)NEFによる支払の場合にはオランダと何らかの関連

を有すること、(y)保証状に基づく保証会社による支払の場合には①日本の税法上日本の居住者も

しくは日本法人と扱われ、または②その他日本と関連を有することを理由として、かかる税金、

賦課金、公租公課を負担する本外国指標連動証券の所持人によりまたはかかる者に代わって支払

のために呈示がなされた本外国指標連動証券。 

(ⅱ) 貯蓄所得に対する課税に関する欧州連合理事会指令2003／48／ECまたは同指令の実施もしくは

遵守のための法律もしくは同指令に適合させるために制定された法律によって、個人に対する支

払についてかかる源泉徴収または控除が課され、かつ要求される場合。 

(ⅲ) 欧州連合の加盟国内の別の支払代理人に本外国指標連動証券を呈示したならば、かかる源泉徴

収または控除を回避できたであろう本外国指標連動証券の所持人によりまたはかかる者に代わっ

て支払のために呈示がなされた本外国指標連動証券。 

(ⅳ) 関連日（以下に定義する。）後30日を過ぎて支払のために呈示がなされた本外国指標連動証券

（ただし、本外国指標連動証券の所持人がかかる30日目に支払のためにこれを呈示していたなら

ば受領することができた当該追加額を除く。）。 

(ⅴ) オランダまたは日本において支払のために呈示がなされた本外国指標連動証券。 

本項において「関連日」とは、当該支払について最初に支払期日が到来した日、または支払われ

るべき金員の全額が当該期日までに代理人により受領されていない場合は、当該金員の全額が受領

され、その旨の通知が下記「９ 通知」に従い本外国指標連動証券の所持人に対してなされた日を意

味する。 

 

９ 通知 

本外国指標連動証券に関する全ての通知は、ロンドンで講読される代表的な英語の日刊新聞に掲

載された場合に有効とみなされる。かかる掲載はロンドンのフィナンシャル・タイムズ紙になされ

る予定である。かかる通知は、掲載された日付、または複数回掲載される場合もしくは複数の新聞

紙での掲載を要求される場合には、掲載を要求される全ての新聞紙に最初に掲載された時点での日

付をもって、なされたものとみなされる。 

ユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルクのために大券が全部保管されている限り、

かかる新聞への掲載の方法に代えて、本外国指標連動証券の所持人に対する連絡のためユーロクリ

アおよびクリアストリーム・ルクセンブルクへ通知を交付するという方法をとることができる。か

かる通知は、ユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルクが通知を受領した日に本外国

指標連動証券の所持人になされたものとみなされる。 

本外国指標連動証券の所持人による通知は書面によるものとし、これを関連する本外国指標連動

証券とともに代理人に預託するものとする。大券が各本外国指標連動証券を表章している間も、本
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外国指標連動証券の所持人は、代理人およびユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブル

クが認める方法で、ユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルクを通じて代理人にかか

る通知を行うことができる。 

 

10 消滅時効 

本外国指標連動証券は、それぞれの関連日（上記「８ 課税上の取扱い」に定義する。）から元本

の支払および／または資産の交付については10年の期間内に元本に関する請求がなされない場合は

失効する。 

 

11 準拠法および送達代理人の任命 

代理契約、ディード・オブ・コべナント、本外国指標連動証券および保証状（ならびに代理契約、

ディード・オブ・コべナント、保証状および本外国指標連動証券ならびに本外国指標連動証券の発

行および買入に関する一切の契約に起因してまたはこれらに関連して生じる非契約的債務）は英国

法に準拠するものとし、これに従って解釈される。 

NEFおよび保証会社はそれぞれ、本外国指標連動証券の所持人のために、英国の裁判所が本外国指

標連動証券から生じるかまたは本外国指標連動証券に関して生ずるあらゆる紛争（本外国指標連動

証券に起因してまたは本外国指標連動証券に関連して生じる非契約的債務に関する紛争を含む。）

を解決する管轄権を有すること、したがって本外国指標連動証券から生じるかまたは本外国指標連

動証券に関して生じる訴訟または手続（以下「訴訟手続」と総称する。）が英国の裁判所に提起で

きることに、取消不能の形で合意する。 

NEFおよび保証会社は、英国（本書提出日現在、ロンドン市 EC4R 3AB エンジェル・レーン１）に

登録された住所を有するノムラ・インターナショナル・ピーエルシーを英国における訴訟手続に関

する英国における送達代理人に取消不能の形で任命し、同社が送達代理人としての職務の遂行を停

止したときは他の送達代理人を任命する。 

 

12 その他 

(1) 代わり券 

本外国指標連動証券が紛失、盗失、毀損、汚損または滅失した場合、代理人の所定の事務所に

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

を提出することを条件として、代わり券を発行することができる。毀損または汚損した本外国指

標連動証券については、代わり券が発行される前にこれを提出しなければならない。 

 

(2) 承継 

(Ⅰ) NEFの承継 

(a) NEFの承継に関する前提条件 

本外国指標連動証券に関連して、NEFは、本外国指標連動証券の所持人の同意なしに、承継債

務会社（下記「(e) 承継債務会社」に定義する。）に代替しまたは承継することができる。た

だし、以下の事項を条件とする。 

(ⅰ)承継債務会社および保証会社が、承継が完全な効力を有するために必要な代理契約の別紙

５記載の様式の捺印証書（以下「捺印証書」という。）およびその他の書類（もしあれば）

（捺印証書とあわせて以下「書類」という。）を作成し、当該書類の下で、（上記の一般性

を制限することなく）承継債務会社が、NEF（または全ての前任の承継債務会社）に代わり、

本外国指標連動証券の主要な債務者として、本外国指標連動証券、代理契約およびディー
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ド・オブ・コベナントにその名称が記載されていたかのように、本外国指標連動証券の所持

人のために、本外国指標連動証券の要項（下記(b)に記載の方法による修正を含む。）ならび

に代理契約およびディード・オブ・コベナントの規定に従うことを約束し、それに基づき保

証会社が、主要な債務者としての承継債務会社の本外国指標連動証券により支払うべき金額

の全額の支払および／または本外国指標連動証券に関する交付義務を、各本外国指標連動証

券の所持人に対して無条件かつ取消不能の形で保証すること。 

(ⅱ)書類が、以下の表明および保証を含むこと。 

(あ) 承継債務会社 

(Ａ)かかる承継に必要な一切の企業、政府および規制当局による許可および同意ならびに書

類に基づく承継債務会社の義務の履行に必要な一切の企業、政府および規制当局による許

可および同意を取得しており、かかる許可および同意が全て完全に有効であること。 

(Ｂ)書類に基づいて承継債務会社が負う義務は、いずれもそれぞれの条項に従って法的に有

効かつ拘束力を有していること。 

(い) 保証会社（保証会社が保証を付与し、かつ捺印証書に基づき保証が与えられている本外

国指標連動証券について） 

(Ａ)かかる保証の付与に必要な一切の企業、政府および規制当局による許可および同意なら

びに書類に基づく保証会社の義務の履行に必要な一切の企業、政府および規制当局による

許可および同意を取得しており、かかる許可および同意が全て完全に有効であること。 

(Ｂ)書類に基づいて保証会社が負う義務および保証は、いずれもそれぞれの条項に従って法

的に有効かつ拘束力を有していること。 

(ⅲ)本外国指標連動証券が上場されている各証券取引所、上場承認機関および／または取引相

場システム（もしあれば）が、提案されている承継債務会社の承継後も本外国指標連動証券

がかかる証券取引所、上場承認機関および／または取引相場システムにおいて引続き上場さ

れること、売買されることおよび／または取引が行われることを確認すること。 

(ⅳ)NEFおよび承継債務会社が、場合により、代理人に対し、英国における主要な法律事務所か

らNEFを代理して提出される、書類が英国法に基づいて法的に有効かつ拘束力を有するNEFお

よび承継債務会社の義務を構成する旨のディーラーを宛先とした法律意見書（かかる意見書

は承継債務会社によるNEFの承継の日付の前７日以内の日付で作成され、代理人の所定の事務

所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供されることを要する。）を、保管の

ため交付しまたは交付させること。 

(ⅴ)NEFが、代理人に対し、オランダにおける主要な法律事務所からNEFを代理して提出される、

オランダ法に基づきNEFが書類を締結する能力および権限を有している旨のディーラーを宛先

とした法律意見書（かかる意見書は承継債務会社によるNEFの承継の日付の前７日以内の日付

で作成され、代理人の所定の事務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供さ

れることを要する。）を、保管のため交付しまたは交付させること。 

(ⅵ)承継債務会社が、代理人に対し、承継債務会社の法域における主要な法律事務所から承継

債務会社を代理して提出される、当該法域における法律に基づいて承継債務会社が書類を締

結する能力および権限を有している旨のディーラーを宛先とした法律意見書、また承継債務

会社が英国以外の法域に属する場合は、書類が当該法律に基づいて法的に有効かつ拘束力を

有する承継債務会社の義務を構成する旨のディーラーを宛先とした法律意見書（かかる意見

書は承継債務会社によるNEFの承継の日付の前７日以内の日付で作成され、代理人の所定の事

務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供されることを要する。）を、保管

のため交付しまたは交付させること。 
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(ⅶ)保証会社が、代理人に対し、英国における主要な法律事務所から保証会社を代理して提出

される書類（保証会社が承継債務会社について付与する保証状を含む。）が英国法に基づい

て法的に有効かつ拘束力を有する保証会社の義務を構成する旨のディーラーを宛先とした法

律意見書（かかる意見書は承継債務会社によるNEFの承継の日付の前７日以内の日付で作成さ

れ、代理人の所定の事務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供されること

を要する。）を、保管のため交付しまたは交付させること。 

(ⅷ)保証会社が、代理人に対し、日本における主要な法律事務所から保証会社を代理して提出

される、日本法に基づき保証会社が書類（保証会社が承継債務会社について付与する保証状

を含む。）を締結する能力および権限を有している旨のディーラーを宛先とした法律意見書

（かかる意見書は承継債務会社によるNEFの承継の日付の前７日以内の日付で作成され、代理

人の所定の事務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供されることを要す

る。）を、保管のため交付しまたは交付させること。 

(ⅸ)本外国指標連動証券につき債務不履行事由が存在しないこと。 

(b) 承継債務会社による引受け 

上記(a)に定める書類が作成された場合、承継債務会社は、NEF（または前任の承継債務会社）

に代わり、本外国指標連動証券の主要な債務者として本外国指標連動証券にその名称が記載さ

れたものとみなされ、これに基づき、本外国指標連動証券は、承継が効力を有するよう修正さ

れたものとみなされる。発行会社としてのNEF（またはかかる前任の承継債務会社）は、書類の

作成をもって、本外国指標連動証券の主要な債務者としての一切の義務を免除される。 

(c) 書類の預託 

本外国指標連動証券が未償還であり、かつ承継債務会社または保証会社に対して本外国指標

連動証券または書類に関し本外国指標連動証券の所持人によりなされた請求につき終局判決、

和解または免責がなされていない限り、書類は、代理人に預託され保管される。書類において

承継債務会社および保証会社は、各本外国指標連動証券の所持人が、本外国指標連動証券また

は書類につき強制執行するため、書類を作成する権利を認めるものとする。 

(d) 承継通知 

書類の作成後15日以内に、承継債務会社は、かかる承継について上記「９ 通知」に従って、

本外国指標連動証券の所持人に対して通知するものとする。 

(e) 承継債務会社 

「承継債務会社」とは、直接的または間接的に野村ホールディングス株式会社により100％保

有される会社を意味する。 

 

(Ⅱ) 保証会社の承継 

(a) 保証会社の承継に関する前提条件 

本外国指標連動証券に関連して、保証会社は、本外国指標連動証券の所持人の同意なしに、

承継保証会社（下記「(e) 承継保証会社」に定義する。）に代替しまたは承継することができ

る。ただし、以下の事項を条件とする。 

(ⅰ)かかる承継が、野村ホールディングス株式会社およびその連結子会社またはそれにより構

成される企業グループ内の再編成による場合においてのみ行われること。 

(ⅱ)承継保証会社が、承継が完全な効力を有するために必要な書類（以下「保証会社承継書類」

という。）を作成し、当該書類の下で、（上記の一般性を制限することなく）承継保証会社

が、保証会社（または全ての前任の承継保証会社）に代わり、本外国指標連動証券の保証会

社として、本外国指標連動証券および代理契約にその名称が記載されていたかのように、本
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外国指標連動証券の所持人のために、本外国指標連動証券の要項（下記(b)に記載の方法によ

る修正を含む。）および代理契約の規定に従うことを約束すること。 

(ⅲ)保証会社承継書類が、承継保証会社による以下の表明および保証を含むこと。 

(Ａ)かかる承継に必要な一切の企業、政府および規制当局による許可および同意ならびに保

証会社承継書類に基づく承継保証会社の義務の履行に必要な一切の企業、政府および規制

当局による許可および同意を取得しており、かかる許可および同意が全て完全に有効であ

ること。 

(Ｂ)保証会社承継書類に基づいて承継保証会社が負う義務は、いずれもそれぞれの条項に

従って法的に有効かつ拘束力を有していること。 

(ⅳ)本外国指標連動証券が上場されている各証券取引所、上場承認機関および／または取引相

場システム（もしあれば）が、提案されている承継保証会社の承継後も本外国指標連動証券

がかかる証券取引所、上場承認機関および／または取引相場システムにおいて引続き上場さ

れること、売買されることおよび／または取引が行われることを確認すること。 

(ⅴ)保証会社および（場合により）承継保証会社が、代理人に対し、ディーラーを宛先とした

以下の法律意見書を、保管のため交付しまたは交付させること。 

(Ａ)英国における主要な法律事務所から保証会社を代理して提出される、保証会社承継書類

が英国法に基づいて法的に有効かつ拘束力を有する保証会社および承継保証会社の義務を

構成する旨の法律意見書（かかる意見書は承継保証会社による保証会社の承継の日付の前

７日以内の日付で作成され、代理人の所定の事務所において本外国指標連動証券の所持人

による閲覧に供されることを要する。）。 

(Ｂ)日本における主要な法律事務所から保証会社を代理して提出される、日本法に基づき保

証会社が保証会社承継書類を締結する能力および権限を有している旨ならびに保証会社承

継書類が日本法に基づいて法的に有効かつ拘束力を有する保証会社の義務を構成する旨の

法律意見書（かかる意見書は承継保証会社による保証会社の承継の日付の前７日以内の日

付で作成され、代理人の所定の事務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に

供されることを要する。）。 

(Ｃ)承継保証会社の法域における主要な法律事務所から承継保証会社を代理して提出される、

当該法域における法律に基づいて承継保証会社が保証会社承継書類を締結する能力および

権限を有している旨の法律意見書、また承継保証会社が英国以外の法域に属する場合は、

保証会社承継書類が当該法律に基づいて法的に有効かつ拘束力を有する承継保証会社の義

務を構成する旨の法律意見書（かかる意見書は承継保証会社による保証会社の承継の日付

の前７日以内の日付で作成され、代理人の所定の事務所において本外国指標連動証券の所

持人による閲覧に供されることを要する。）。 

(ⅵ)本外国指標連動証券につき債務不履行事由が存在しないこと。 

(b) 承継保証会社による引受け 

上記(a)に定める保証会社承継書類が作成された場合、承継保証会社は、保証会社（または前

任の承継保証会社）に代わり、本外国指標連動証券の保証会社として本外国指標連動証券にそ

の名称が記載されたものとみなされ、これに基づき、本外国指標連動証券は、承継が効力を有

するよう修正されたものとみなされる。保証会社（またはかかる前任の承継保証会社）は、保

証会社承継書類の作成をもって、本外国指標連動証券について保証会社としての一切の義務を

免除される。 
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(c) 保証会社承継書類の預託 

本外国指標連動証券が未償還であり、かつ承継保証会社に対して本外国指標連動証券または

保証会社承継書類に関し本外国指標連動証券の所持人によりなされた請求につき終局判決、和

解または免責がなされていない限り、保証会社承継書類は、代理人に預託され保管される。保

証会社承継書類において承継保証会社は、各本外国指標連動証券の所持人が、本外国指標連動

証券または保証会社承継書類につき強制執行するため、保証会社承継書類を作成する権利を認

めるものとする。 

(d) 承継通知 

保証会社承継書類の作成後15日以内に、承継保証会社は、かかる承継について上記「９ 通知」

に従って、本外国指標連動証券の所持人に対して通知するものとする。 

(e) 承継保証会社 

「承継保証会社」とは、NEFの最終的な親会社であるかまたはNEFと最終的な親会社が同一で

ある会社のいずれかを意味する。ただし、後者の場合、承継日におけるかかる承継保証会社の

格付が、保証会社の格付以上である場合に限る。 

 

(3) 代理契約 

本外国指標連動証券は、発行会社としてのノムラ・バンク・インターナショナル・ピー・エ

ル・シーおよびNEF、保証会社としての野村ホールディングス株式会社および野村證券株式会社、

発行代理人兼主支払代理人および代理銀行としてのシティバンク・エヌ・エー・ロンドン（以下

「代理人」といい、承継者たる代理人を含む。）、代理契約に記載のその他の支払代理人（代理

人とあわせて以下「支払代理人」といい、追加の支払代理人または承継者たる支払代理人を含

む。）、代理契約に記載の計算代理人（以下「計算代理人」といい、承継者たる計算代理人を含

む。）ならびに代理契約に記載の受渡代理人（以下「受渡代理人」といい、追加の受渡代理人ま

たは承継者たる受渡代理人を含む。）の間の2013年８月５日付の変更および改訂済代理契約（以

下「代理契約」といい、随時修正、補完および／または改訂を含む。）に従い、その利益を享受

して発行される。 

 

(4) 様式、額面および所有権 

本外国指標連動証券は無記名式で発行され、円建てで、外国指標連動証券の額面金額は１万円

である。 

以下に記載される条件に従って、本外国指標連動証券の所有権は受渡により移転する。NEF、保

証会社、代理人、支払代理人および受渡代理人は、（満期が到来しているか否かを問わず、また、

本外国指標連動証券の所有に係る通知、または本外国指標連動証券の紛失もしくは盗失に係る券

面上の記載もしくは通知の有無にかかわらず）本外国指標連動証券の持参人をその完全な権利者

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

げない。 

当該時点においてユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルクの名簿に特定の額面

金額の当該本外国指標連動証券の所持人として登録されている者は、NEF、保証会社、支払代理人

および受渡代理人により全ての点（本外国指標連動証券の元金の支払に関する事項を除く。かか

る事項については、大券の条項に従い、大券の所持人が、NEF、保証会社、支払代理人および受渡

代理人により当該本外国指標連動証券の所持人として取り扱われるものとし、「本外国指標連動

証券の所持人」およびこれに関連する用語はこれに従って解釈される。）において当該額面金額

の本外国指標連動証券の所持人として取り扱われる（この場合、いずれかの者の口座に貸記され
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ている本外国指標連動証券の額面金額に関してユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセン

ブルクが発行した証明書その他の書類は、明白な誤りがある場合を除き、全ての点において、最

終的なものとして、拘束力を有するものとする。）。ユーロクリアまたはクリアストリーム・ル

クセンブルクの共通預託機関または共通保管機関により保管される大券により表章される本外国

指標連動証券は、その時点におけるユーロクリアまたは（場合により）クリアストリーム・ルク

センブルクのルールおよび手続に従ってのみ、これを譲渡することができる。 

本外国指標連動証券は、恒久大券の形態で発行され、確定券面に交換することはできない。 

NEFおよびディーラーが別途合意した場合を除き、次の文言が、全ての恒久大券に記載される。 

「本証券を保有する合衆国人（合衆国内国歳入法に定義される。）は、内国歳入法第165(j)条

および第1287(a)条に定められる制限を含む合衆国所得税法上の制限に服する。」 

上記文言に言及された条文は、合衆国の本外国指標連動証券の所持人が、一定の例外を除き、

本外国指標連動証券に関する損失を税務上控除することができず、また、本外国指標連動証券に

係る売却、処分、償還または元本の支払による利益について譲渡益課税の適用を受けることがで

きない旨を定めている。 

 

(5) 代理人、支払代理人、計算代理人および受渡代理人 

代理人（発行代理人兼主支払代理人）、支払代理人、計算代理人および受渡代理人の名称なら

びにそれぞれの当初の所定の事務所は、以下のとおりである。 

代理人（発行代理人兼主支払代理人） 

シティバンク・エヌ・エー・ロンドン 

（Citibank, N.A., London） 

ロンドン市 E14 5LB、カナリー・ワーフ、カナダ・スクエア、シティグループ・センター 

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

支払代理人 

ノムラ・バンク（ルクセンブルク）エス・エー 

（Nomura Bank (Luxembourg) S.A.） 

エスペランジュ L-5826、ガスペリッシュ通り33番A棟 

（Bâtiment A, 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange） 

計算代理人 

ノムラ・インターナショナル・ピーエルシー 

（Nomura International plc） 

ロンドン市 EC4R 3AB エンジェル・レーン１ 

（1 Angel Lane, London EC4R 3AB） 

受渡代理人 

本外国指標連動証券については指定されていない。 

NEFおよび保証会社は、以下の全ての条件を満たす場合には、支払代理人、計算代理人および／

もしくは受渡代理人の指名を変更もしくは終了させる権利ならびに／または追加のもしくはその

他の支払代理人、計算代理人もしくは受渡代理人を指名する権利ならびに／または支払代理人、

計算代理人もしくは受渡代理人の所定の事務所の変更を承認する権利を有する。 

(ⅰ)NEFが設立された法域を除くヨーロッパ大陸内に支払代理人を常置すること。 

(ⅱ)計算代理人が任命された本外国指標連動証券に関し計算代理人を常置すること。 

(ⅲ)代理人を常置すること。 
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(ⅳ)欧州連合理事会指令2003／48／EC、または当該指令の実施もしくは遵守のための法律もし

くは当該指令に適合させるために制定された法律に基づく公租公課の源泉徴収または控除

を行う義務を負うことのない欧州連合の加盟国内に支払代理人を常置すること。 

変更、終了、指名または移行は、上記「９ 通知」に従って、本外国指標連動証券の所持人に対

する30日以上45日以内の事前の通知がなされた後にのみ（(ⅰ)支払不能の場合、または(ⅱ)支払

代理人が、内国歳入法第1471条から第1474条までの規定、かかる条項に基づく規則もしくは合意、

もしくはかかる条項の公的な解釈に従って定義される「外国金融機関」であり、「パススルー支

払」に対する源泉徴収税の施行日以降に「参加外国金融機関」とはならないかもしくは同日以降

に「参加外国金融機関」ではなくなる場合（上記の用語は内国歳入法第1471条から第1474条まで

の規定、かかる条項に基づく規則もしくは合意、もしくはかかる条項の公的な解釈に従い定義さ

れる。）には、「パススルー支払」に対する源泉徴収税の施行日以降、いずれの場合も直ちに）

効力を生じるものとする。 

代理人、その他の支払代理人、計算代理人および受渡代理人は、代理契約に基づき職務を行う

際に、NEFおよび保証会社の代理人としてのみ職務を行い、本外国指標連動証券の所持人に対して

義務を負わず、また、本外国指標連動証券の所持人と代理または信託の関係を有しない。ただし、

（本外国指標連動証券の所持人に対し本外国指標連動証券の償還の支払をするNEFまたは場合によ

り保証会社の義務に影響を及ぼすことなく）本外国指標連動証券に関して期限が到来した額の支

払のために代理人が受領した資金は、上記「10 消滅時効」に定められた消滅時効期間が満了する

まで、代理人が本外国指標連動証券の所持人のために保管する。代理契約は、一定の事情の下で

の代理人、支払代理人、計算代理人および受渡代理人に対する補償およびそれらの責任免除のた

めの規定を含んでおり、また、代理人およびその他の支払代理人がNEFおよび保証会社との間で営

業上の取引を行うことができ、かかる取引から生じた利益を本外国指標連動証券の所持人に帰属

させる義務を負わない旨の規定を含んでいる。代理契約には、代理人が吸収合併もしくは組織変

更を行った事業体、代理人との間で新設合併を行った事業体または代理人がその資産のほぼ全て

を譲渡した事業体を承継代理人として認める条項が規定されている。 

 

(6) 追加発行 

NEFは、本外国指標連動証券の所持人の同意を得ることなく、全ての点（またはその発行総額、

および発行価格を除く全ての点）において本外国指標連動証券と同じ要項の社債を随時成立させ

発行し、かかる社債を未償還の本外国指標連動証券と統合して単一のシリーズとすることができ

る。 
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指数の概要 

 

S&P500 配当貴族指数(課税後配当込み) 

S&P500 配当貴族指数(課税後配当込み)（以下本「指数の概要 S&P500 配当貴族指数(課税後配当込み)」

において「本指数」という。）は、S&P500®（※）の構成銘柄のうち、25年以上連続して増配方針に従っ

ている株式の均等加重パフォーマンスを測定している株式指数である。 

本指数は米ドル建ての指数であり、配当から源泉徴収税を控除した金額を再投資する課税後配当込みの

指数である。 

 

※S&P500®は、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス社が開発した株式インデックスで、ニューヨーク証

券取引所（NYSE Arca、NYSE Americanを含む。）、NASDAQおよびCboeに上場している銘柄から同指数の

算出要領により選ばれた500銘柄で構成される指数で、米国株式市場を測定する代表的なベンチマークで

ある。 

 

指数適格性 

本指数に採用されるためには、銘柄は毎年の年次リバランス時点で次の基準を満たしている必要がある。 

１．S&P500の構成銘柄であること。 

２．少なくとも25年間連続で毎年１株当たり配当総額を増やしていること。 

３．リバランス参照日（毎年12月の最終営業日をいう。以下本「指数の概要 S&P500 配当貴族指数(課

税後配当込み)」において同じ。）時点で最低浮動株調整後時価総額が30億米ドル以上であること。 

４．リバランス参照日までの３ヶ月間の１日当たり平均売買代金が５百万米ドル以上であること。 

 

S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスは、指数適格性および選択の目的上、配当支払企業が普通配当とし

て公表する現金配当支払（源泉税控除前）のみを考慮する。配当支払企業が特別配当として公表する現

金配当支払（反復的な特別現金配当を含む。）は考慮されない。 

 

構成銘柄の選択 

指数構成銘柄の選択は以下の手順で行われる。 

１．当初の選択ユニバースは、S&P500の全ての構成銘柄から構成される。 

２．選択ユニバース内において、適格性基準を満たす全ての企業が指数を形成する。 

３．２で選択された構成銘柄数が40未満の場合、20年以上にわたり連続して増配した実績を有し、上記

の時価総額および流動性に関する基準も満たしている銘柄が、配当利回りの高い順に本指数の構成銘柄

数が40に達するまで指数に追加される。 

４．３が終了した後に、構成銘柄数が依然として40未満の場合、上記の時価総額および流動性に関する

基準を満たしているS&P500の残りの構成銘柄が、配当利回りの高い順に本指数の構成銘柄数が40に達す

るまで指数に追加される。 

５．２～４が終了した後に、特定のGICS（世界産業分類基準）セクターのウェイトが30％を超えていた

場合、20年以上にわたり連続して増配した実績を有し、上記の時価総額および流動性に関する基準も満

たしている銘柄が、配当利回りの高い順に、いかなるGICSセクターも30％のウェイトを占めないように

なるまで指数に追加される。 

６．５が終了した後に、特定のGICSセクターのウェイトが依然として30％を超えていた場合、時価総額

および流動性に関する基準を満たしているS&P500の残りの構成銘柄が、配当利回りの高い順に、いかな

るGICSセクターも30％のウェイトを占めないようになるまで指数に追加される。  
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構成銘柄のウェイト付け 

指数構成銘柄は、各四半期のリバランス時点で指数内において均等に加重される。さらに、年次リバラ

ンスの一環として、GICSの各セクターの指数ウェイトは30％以下に抑えられる。 

 

リバランス 

年次リバランス：本指数の構成銘柄は毎年１回見直しされ、変更は１月の最終営業日の取引終了後に有

効となる。 

 

四半期リバランス：指数構成銘柄は四半期ごとに均等ウェイトに再加重され、１月、４月、７月および

10月の最終営業日の取引終了後に有効となる。四半期リバランスの参照日は、四半期リバランスを行う

月の最終営業日の５営業日前となる。 

 

本指数への追加：特定の条件を満たしたスピンオフ（企業が社内の１部門を切り離し１企業として分

離・独立させることをいう。）の場合を除いて、年次リバランスの間に指数への新たな銘柄の追加は行

われない。 

 

本指数からの除外：S&P500から除外された構成銘柄は、同時に本指数から除外される。 

 

月次の配当レビュー：S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスは指数構成銘柄を月次ベースでレビューする。

以下いずれかの場合、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスの裁量により、翌月の最初の営業日の取引開

始前に指数構成銘柄から除外される場合がある。 

・予定されていた配当支払が見送られたとき。 

・企業が期間を定めずに配当支払を停止することを発表したとき。 

・企業が減配を発表し、その結果、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスが次の指数再構築時点で指

数にもはや適格でないと判断したとき。 

継続的適格性の判断や、次の指数再構築時点で指数に適格であるかどうかの判断は、指数委員会の裁量

で行われる。S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスは、企業が予定されていた配当金の支払を先送りまた

は延期するものの取り消さなかった場合、企業がさらなる発表を行うか、または指数がリバランスされ

るかのいずれか早い方まで、通常は何も行わない。継続的適格性のレビューは、企業が当月21日（２月

は18日）まで（同日を含む。）に公表した情報に基づき実施する。指数の変更は、翌月第１営業日の取

引開始前に有効となり、５営業日前までに通知される。 

 

S&P シンガポールREIT指数(課税後配当込み) 

S&P シンガポールREIT指数(課税後配当込み)（以下本「指数の概要 S&P シンガポールREIT指数(課税後

配当込み)」において「本指数」という。）は、S&Pグローバル不動産指数（※１）のサブ指数である、

S&P 先進国REIT指数（※２）の国別指数のうち、シンガポールに上場する不動産投資信託を対象にした時

価総額加重型の指数である。 

本指数はシンガポールドル建ての指数であり、配当から源泉徴収税を控除した金額を再投資する課税後

配当込みの指数である。 

 

※１S&Pグローバル不動産指数は、世界的に投資可能な全ての株式市場の銘柄へのあらゆる投資機会を測

定するように意図されているS&Pグローバル総合指数（S&P Global BMI）の構成銘柄の中で、GICS（世界

産業分類基準）における不動産セクターに属する銘柄で構成されている。 
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※２S&P 先進国REIT指数は、先進国市場における不動産投資信託のパフォーマンスを測定する指数である。 

 

指数の構成方法 

本指数の構成銘柄は、S&Pグローバル総合指数の適格性基準を満たす必要がある。基準を満たした銘柄は、

それぞれの浮動株調整後時価総額の比率に従って配分され、毎年９月に見直しが行われる。 

 

指数への追加基準 

・S&Pグローバル総合指数の適格性基準を満たしていること。 

・不動産投資信託（REIT）であること。ただし、森林REIT、モーゲージREIT、モーゲージ担保REITは

除外される。 

 

指数からの除外基準 

・S&Pグローバル総合指数の構成銘柄から除外されること。 

・合併、買収、被買収、倒産による上場廃止。 

・GICSの産業分類が不動産投資信託（REIT）から外れること。 

 

NIFTY 50指数(プライスリターン)およびNIFTY 50トータルリターン指数 

NIFTY 50指数(プライスリターン)およびNIFTY 50トータルリターン指数は、インド・ナショナル証券取

引所に上場する大手企業からなる主要株価指数で、市場の複数のセクターを代表する50銘柄で構成され

る浮動株調整時価総額加重平均指数である。NIFTY 50指数(プライスリターン)は、1995年11月３日を基

準日とし、その日の時価総額を1,000として算出される。一方、NIFTY 50トータルリターン指数は、1999

年６月30日の指数値を1,256.38ポイントとして計算されている。 

 

Nifty50 レバレッジ(2倍)インデックス(プライスリターン) 

Nifty50 レバレッジ(2倍)インデックス(プライスリターン)は、日々の騰落率をNIFTY 50指数(プライス

リターン)の騰落率の２倍として計算された指数で、2009年４月２日の指数値を1,000ポイントとして計

算されている。 

 

Nifty50 デイリーインバースインデックス(トータルリターン) 

Nifty50 デイリーインバースインデックス(トータルリターン)は、日々の騰落率をNIFTY 50トータルリ

ターン指数の騰落率の－１倍として計算された指数で、2009年４月２日の指数値を1,000ポイントとして

計算されている。 

 

Nifty50 レバレッジ(2倍)インデックス(プライスリターン)の計算方法 

NPR2XL(T) = NPR2XL(T-1) × (1+ NPR2XL_RETURN)  

NPR2XL_RETURN = 2×(NIFTY_PR(T)/NIFTY_PR(T-1) -1) - (TREPS(T-1)/360)×D(T,T-1) 

 

NPR2XL(T)：指数計算日(T)におけるNifty50 レバレッジ(2倍)インデックス(プライスリターン)値 

NPR2XL(T-1)：指数計算日(T)の前日におけるNifty50 レバレッジ(2倍)インデックス(プライスリターン)

値 

NIFTY_PR(T)：指数計算日(T)におけるNIFTY 50指数(プライスリターン)値 

NIFTY_PR(T-1)：指数計算日(T)の前日におけるNIFTY 50指数(プライスリターン)値 

D(T,T-1)：TからT-1までの実日数 
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TREPS(T-1)：指数計算日(T)の前日のTREPSレート（％ 年率） 

TREPSレート：貸借取引に適用されるオーバーナイト金利（％ 年率） 

 

Nifty50 デイリーインバースインデックス(トータルリターン)の計算方法 

NTR1XI(T) = NTR1XI(T-1) × (1+ NTR1XI_RETURN)  

NTR1XI_RETURN = -1 × (NIFTY_TR(T)/ NIFTY_TR(T-1)-1) + 2 × (TREPS(T-1) /360) × D(T,T-1) - 

(TREPS(T-1) /360)×D(T,T-1) 

 

NTR1XI(T) ：指数計算日(T) におけるNifty50 デイリーインバースインデックス(トータルリターン)値 

NTR1XI(T-1) ：指数計算日(T) の前日におけるNifty50 デイリーインバースインデックス(トータルリ

ターン)値 

NIFTY_TR(T)：指数計算日(T)におけるNIFTY 50トータルリターン指数値 

NIFTY_TR(T-1)：指数計算日(T)の前日における NIFTY 50トータルリターン指数値 

D(T,T-1)：TからT-1までの実日数 

TREPS(T-1)：指数計算日(T)の前日のTREPSレート（％ 年率） 

TREPSレート：貸借取引に適用されるオーバーナイト金利（％ 年率） 

 

レバレッジ指数の値動きについて 

レバレッジ指数は、日々の騰落率が元の指数の騰落率の２倍として計算された指数である。したがって、

以下の例に示すように、レバレッジ指数の騰落率と元の指数の騰落率とは、２日以上離れた日との比較

においては、一般に「２倍」とならないので、十分留意する必要がある。 

 

＜１＞ NIFTY 50指数(プライスリターン)が、１日目「下落」、２日目「上昇」の場合 
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＜２＞ NIFTY 50指数(プライスリターン)が、１日目「上昇」、２日目「下落」の場合 

 

 

 

＜３＞ NIFTY 50指数(プライスリターン)が、１日目「上昇」、２日目「上昇」の場合 
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＜４＞ NIFTY 50指数(プライスリターン)が、１日目「下落」、２日目「下落」の場合 

 

 

 

※これらの例示は、NIFTY 50指数(プライスリターン)の値動きとNifty50 レバレッジ(2倍)インデックス

(プライスリターン)の値動きの関係を説明するための計算例であり、実際の値動きを示したものではな

い。 

実際の本受益権の基準価額および本外国指標連動証券の償還価額は、信託報酬等のコスト負担や追加設

定・一部解約の影響などにより、運用目標が完全に達成できるとは限らない。 

また、本受益権の市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まるため、本受益権

の基準価額および本外国指標連動証券の償還価額の値動きとは必ずしも一致するものではない。 

 

インバース指数の値動きについて 

インバース指数は、日々の騰落率が元の指数の騰落率の－１（マイナス１）倍として計算された指数で

ある。したがって、以下の例に示すように、インバース指数の騰落率と元の指数の騰落率とは、２日以

上離れた日との比較においては、一般に「－１倍」とならないので、十分留意する必要がある。 
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＜５＞ NIFTY 50トータルリターン指数が、１日目「下落」、２日目「上昇」の場合 

 

 

 

＜６＞ NIFTY 50トータルリターン指数が、１日目「上昇」、２日目「下落」の場合 
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＜７＞ NIFTY 50トータルリターン指数が、１日目「上昇」、２日目「上昇」の場合 

 

 

 

＜８＞ NIFTY 50トータルリターン指数が、１日目「下落」、２日目「下落」の場合 

 

 

 

※これらの例示は、NIFTY 50トータルリターン指数の値動きとNifty50 デイリーインバースインデック

ス(トータルリターン)の値動きの関係を説明するための計算例であり、実際の値動きを示したものでは

ない。 

実際の本受益権の基準価額および本外国指標連動証券の償還価額は、信託報酬等のコスト負担や追加設

定・一部解約の影響などにより、運用目標が完全に達成できるとは限らない。 

また、本受益権の市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まるため、本受益権

の基準価額および本外国指標連動証券の償還価額の値動きとは必ずしも一致するものではない。 
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投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項 

 

本受益権または本外国指標連動証券に関するリスク要因 

 

本受益権の信託財産である本外国指標連動証券は、発行会社の担保の裏付けがない証券であり、担保付

債務ではない。また本外国指標連動証券および／または本受益権のリターンは、各本外国指標連動証券

および／または各本受益権の連動指標であるS&P500 配当貴族指数(課税後配当込み)、S&P シンガポール

REIT指数(課税後配当込み)、Nifty50 レバレッジ(2倍)インデックス(プライスリターン)およびNifty50 

デイリーインバースインデックス(トータルリターン)（以下個別にまたは総称して「本指数」または

「連動先指数」という。）のパフォーマンスに連動している。本外国指標連動証券および／または本受

益権に投資することは、連動先指数の構成銘柄に直接投資することと同じではない。 

 

本「投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項」の項では、本受益権への投資を検討するに

あたり投資家になろうとする者が考慮すべきリスク要因について記載する。投資家は、本受益権に投資

する前に、以下に記載のリスクに関する情報のほか、本書中に記載のその他の情報を熟読すべきである。 

 

以下に明示されているリスクは、本受益権への投資に内在する主要なリスクを説明したものである。以

下に明示されている各リスクは、発行会社の事業、業務、財務状態または見通しに重大な悪影響を及ぼ

す可能性があり、結果的には投資家が本受益権に関して受領するリターンに重大な悪影響を及ぼす可能

性がある。さらに以下に明示されている各リスクは、本外国指標連動証券および／または本受益権の取

引価格または本受益権に基づく投資家の権利に悪影響を及ぼすおそれがあり、その結果、投資家は投資

元本の全部または一部を失うおそれがある。 

 

本受益権に投資しようとする者は、下記のリスクが、発行会社が直面しているリスクまたは本外国指標

連動証券および／または本受益権の性質により生じうるリスクの全てではない点に留意すべきである。

発行会社は、その業務および発行されうる本外国指標連動証券に関連するリスクのうち、自らが重要で

あると考えるリスクのみを記載している。発行会社が現在重要でないと考えている、または現在認識し

ていないその他のリスクが存在する可能性があり、これらのいずれかが投資家が本受益権に関して受領

するリターンに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。本受益権に投資しようとする者は、本外国指標連

動証券および／または本受益権に関するリスクを十分に理解できない場合、別途投資に関する助言を求

めるべきである。 

 

発行会社または保証会社の信用リスク 

 

本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の償還金額の支払は発行会社または保証会社の義務と

なっている。したがって、発行会社または保証会社の倒産や財務状況の悪化等により発行会社または保

証会社が本外国指標連動証券の償還金額を支払わず、または支払うことができない場合には、投資家は

損失を被りまたは投資元本を割り込むことがあり、投資元本の全てを失うこともある。 
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信用格付の引き下げは、本外国指標連動証券および／または本受益権の価格の低下につながるおそれが

ある 

 

本外国指標連動証券および／または本受益権の価値は、部分的に、発行会社または保証会社の信用力に

対する一般的な評価の影響を受けると予想される。格付機関は発行会社または保証会社の格付けの引下

げや取消を行い、または格下げの可能性ありとして「クレジット・ウォッチ」に指定されることがある。

その結果、本外国指標連動証券および／または本受益権の価格の低下につながるおそれがある。 

 

満期時または償還時の連動先指数の水準が、開始日時点の当該指数の水準を上回った場合でも、投資家

が受領する金額が本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の元本を割り込む場合がある 

 

本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の管理費用は、本外国指標連動証券の満期時または償還

時において投資家が受領する償還金額を減少させ、また管理費用および償還手数料は任意償還または期

限前償還において投資家が受領する償還金額を減少させるため、投資家が本外国指標連動証券の満期時

または償還時において少なくとも投資元本を受領するには、本外国指標連動証券および／または本受益

権の連動指標である本指数の数値が上昇する必要がある。償還価額の決定に際して管理費用は毎日計算

され参考終値から差し引かれるため、手数料の正味の影響は時間の経過とともに累積されていくもので

あり、本書に定められる所定の年率にて差し引かれる。したがって、本指数の水準が上昇しない場合も

しくは本外国指標連動証券および／もしくは本受益権の連動指標である本指数の水準の上昇が管理費用

（任意償還もしくは期限前償還の場合には、それに加え償還手数料）のマイナスの影響を相殺するのに

十分なものでない場合、または本外国指標連動証券および／もしくは本受益権の連動指標である本指数

の水準が低下した場合には、投資家が満期時または償還時において受領する金額が投資元本を下回り、

またはゼロになる可能性がある。 

 

本受益権の上場廃止その他本信託の終了事由が発生した場合に投資家が受領する金額は、本受益権の信

託財産である本外国指標連動証券の満期まで本受益権を保有していた場合に受領し得た金額よりも少な

い可能性がある 

 

本受益権の上場廃止その他本信託の終了事由が発生した場合、投資家は、残余財産として本外国指標連

動証券の償還価額相当額を受領することが予定されている。この場合に投資家が受領する金額は、本受

益権の信託財産である本外国指標連動証券の満期までに本受益権を保有していた場合に受領し得た金額

よりも少ない可能性がある。 

 

本受益権の市場価格と、本受益権の基準価額および本外国指標連動証券の償還価額の値動きは乖離する

可能性がある 

 

本受益権の市場価格は、市場での需給等に左右されるため、連動対象となる指標の値動きや本受益権の

基準価額および本外国指標連動証券の償還価額の値動きと乖離する可能性がある。なお、本受益権の基

準価額は、本受益権１口当たりの信託財産の評価額であり、本外国指標連動証券１券面の額面金額当た

りの償還価額を受益権付与率で除することにより算出される（小数点以下は切り上げる。）。 
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本受益権に係る為替リスク 

 

各本外国指標連動証券および／または各本受益権は、米ドル建て指数であるS&P500 配当貴族指数(課税

後配当込み)を円換算したパフォーマンス、シンガポールドル建て指数であるS&P シンガポールREIT指数

(課税後配当込み)を円換算したパフォーマンス、またインドルピー建て指数であるNifty50 レバレッジ

(2倍)インデックス(プライスリターン)およびNifty50 デイリーインバースインデックス(トータルリ

ターン)を円換算したパフォーマンスに連動しているため、為替相場の変動により影響を受ける。これに

より、本受益権の価額が、投資元本を割り込むことがある。 

 

投資家は本受益権の信託財産である本外国指標連動証券に関して利息の支払を受けるものではなく、本

指数に含まれる契約に関していかなる権利も有さない 

 

投資家は、本受益権の信託財産である本外国指標連動証券に関して定期的な利息の支払を受けない。投

資家は、本外国指標連動証券および／または本受益権の連動指標である本指数に含まれる指数構成銘柄

に投資している投資家であれば有する権利を有さない。 

 

本外国指標連動証券および／または本受益権の時価は、多数の予測不能な要因の影響を受けるおそれが

ある 

 

本外国指標連動証券および／または本受益権の時価は、購入日以降、変動するおそれがある。また投資

家は、本受益権を市場で売却した場合には多額の損失を被るおそれがある。発行会社は、一般にどの要

因よりも本外国指標連動証券および／または本受益権の時価に影響を及ぼすのは、連動先指数の構成銘

柄および本指数自体の価値であると考えている。複数のその他の要因（その多くは発行会社のコント

ロールが及ばないものである。）が本外国指標連動証券および／または本受益権の時価に影響を及ぼす

こととなる。本外国指標連動証券および／または本受益権の時価に影響を及ぼす主な要因としては、以

下が挙げられる。 

・連動先指数の水準 

・本受益権の市場における需給状態（本受益権のマーケット・メーカーにおける在庫ポジションを含

む。） 

・本外国指標連動証券の満期までの残存期間 

・金利 

・認識されている発行会社または保証会社の信用力 

・上場および店頭取引の株式デリバティブ市場における需給状態 

・同じ連動先指数を対象とする仕組商品市場における需給状態およびヘッジ活動 

これらの要因は複雑な形で相互に関係している場合があり、一つの要因が本外国指標連動証券および／

または本受益権の時価に及ぼす影響によって別の要因の影響が相殺されたり、または別の要因の影響が

拡大する場合がある。 

 

本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の期限前償還または消却 

 

本外国指標連動証券は、調整事由の発生、債務不履行事由の発生または発行会社による本外国指標連動

証券に基づく債務の履行の全部もしくは一部が違法になったかもしくは物理的に実行不可能になった場

合その他の要因により、期限前償還金額により期限前償還される可能性がある。かかる期限前償還金額
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は、いかなる場合であっても、本外国指標連動証券の償還または消却に関連して発行会社によりまたは

発行会社に代わって負担された（または負担される予定の）一切の費用、損失および経費（もしあれば）

（ヘッジ解約費用を含み、これらに限定されない。）が差し引かれる。かかる費用、損失および経費は、

本外国指標連動証券の所持人が償還または消却時に受領する金額を減少させ、期限前償還金額をゼロま

で減少させる可能性がある。発行会社は、何らかの、または特定の方法でヘッジ取引を行う義務を負っ

ておらず、費用、損失および経費が最低限となる（または最低限となることが期待される）方法でヘッ

ジ取引を行うことを要求されない。 

 

インデックス・スポンサーの方針、ならびに連動先指数の構成および評価に影響を及ぼす変更は、本外

国指標連動証券および／または本受益権に対して支払われる金額ならびにその時価に影響を及ぼすおそ

れがある 

 

連動先指数の水準の計算に関するインデックス・スポンサーの方針、ならびに連動先指数の構成および

評価に影響を及ぼす変更が連動先指数にどのように反映されるかは、連動先指数の数値、ひいては満期

時または償還時に本外国指標連動証券および／または本受益権に対して支払われる金額ならびに満期前

の本外国指標連動証券および／または本受益権の時価に影響するおそれがある。 

 

最終評価日において市場混乱事由が発生しておりまたは存在する場合には、償還価額の決定が延期され

ることがある 

 

最終評価日における本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の償還価額の決定は、計算代理人が、

かかる最終評価日において市場混乱事由が発生しているかまたは存在していると判断した場合には、こ

れを延期することができる。ただし、決定が延期されたにもかかわらず、延期後の日においても市場混

乱事由が発生しているかまたは存在している場合には、計算代理人は、かかる日において、市場環境を

考慮した上で償還価額を決定することができる。 

 

本指数に関する過去の水準は、本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の満期までの期間中の、

本指数の将来のパフォーマンスを示すと解釈すべきではない 

 

本外国指標連動証券および／または本受益権の連動指標である本指数が将来上昇するかまたは下落する

かを正確に予想することは不可能である。本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の満期までの

期間中の本指数の実際のパフォーマンス、および満期時または償還時に支払われる金額は、本指数の過

去の水準とは関係していない。 

 

本外国指標連動証券および／または本受益権に関する市場の流動性は、時間の経過とともに大幅に変化

する可能性がある 

 

本外国指標連動証券および／または本受益権の数量または額面総額は、本外国指標連動証券の任意償還、

期限前償還および／または本受益権の転換によりいつでも減少する可能性がある。したがって、いずれ

かのシリーズの本受益権の市場の流動性は、本外国指標連動証券および／または本受益権の満期までの

期間中に大幅に変化する可能性がある。 
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投資家と計算代理人との間に利益相反の可能性が存在する 

 

本外国指標連動証券に関してノムラ・インターナショナル・ピーエルシーが計算代理人を務めている。

計算代理人は、とりわけ、そのシリーズの満期時または償還時に当該シリーズの本外国指標連動証券に

関して投資家に支払われる償還価額を決定する。 

 

本指数のインデックス・スポンサーが本指数の算出または公表を中止または一時停止した場合、当該シ

リーズの本外国指標連動証券および／または本受益権の時価を決定することが難しくなる可能性がある。

これらの事象が発生した場合、または本指数の数値が市場混乱事由その他の理由により入手もしくは算

出できない場合には、計算代理人は、その単独の裁量により本指数の数値を誠実に見積もることを要求

される場合がある。 

 

計算代理人は、その職務を履行する際、自身で判断を行う。例えば、計算代理人は、評価日（最終評価

日を含む。）において、本指数に影響する市場混乱事由が発生または存在しているか否かを決定しなけ

ればならない場合がある。この判断は結局、その事由によって、スワップ・カウンターパーティのヘッ

ジ・ポジションを解約する能力が著しく阻害されることとなったか否かについての計算代理人の判断に

かかっている。これらの計算代理人による判断は、いずれかのシリーズの本外国指標連動証券および／

または本受益権の時価に影響するおそれがあるため、計算代理人がそのような判断を行う必要がある場

合、計算代理人は相反する利益を有する可能性がある。 

 

レバレッジ・インデックス、インバース・インデックスと対象指数との利益・損失の違い 

 

レバレッジ・インデックスは、前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間の対象

指数の騰落率の２倍となるよう計算されるので、対象指数と比べて利益・損失の額が大きくなる。 

 

一方、インバース・インデックスは、前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間

の対象指数の騰落率の「－１倍」（マイナス１倍）となるよう計算されるので、対象指数と反対の利

益・損失の額となる。 

 

Nifty50 レバレッジ(2倍)インデックス(プライスリターン)およびNifty50 デイリーインバースインデッ

クス(トータルリターン)の対象指数について 

 

Nifty50 レバレッジ(2倍)インデックス(プライスリターン)の対象指数は、NIFTY 50指数(プライスリ

ターン)であるが、Nifty50 デイリーインバースインデックス(トータルリターン)の対象指数は、NIFTY 

50トータルリターン指数であり、Nifty50 レバレッジ(2倍)インデックス(プライスリターン)とNifty50 

デイリーインバースインデックス(トータルリターン)で対象指数は異なる。 

 

レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注意点 

 

レバレッジ・インデックスは、前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間の対象

指数の騰落率の２倍となるよう計算される。しかしながら、２営業日以上離れた期間におけるレバレッ

ジ・インデックスの騰落率は、一般に対象指数の２倍とはならず、計算上、差（ずれ）が不可避に生じ

る。  
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２営業日以上離れた期間におけるレバレッジ・インデックスの騰落率と対象指数の騰落率の２倍との差

（ずれ）は、当該期間中の対象指数の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもど

ちらにも生じる可能性があるが、一般に、対象指数の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナ

スの方向に差（ずれ）が生じる可能性が高くなる。また、一般に、期間が長くなればなるほど、その差

（ずれ）が大きくなる傾向がある。 

 

したがって、NEXT NOTES インドNifty・ダブル・ブル ETNは、一般的に長期間の投資には向かず、比較

的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品である。 

 

また、一般的に配当を加味していない株価指数は、配当を加味した株価指数に比して配当落ち分だけ減

価する。NIFTY 50指数(プライスリターン)は配当を加味していない指数であるため、Nifty50 レバレッ

ジ(2倍)インデックス(プライスリターン)も配当落ちの影響を受ける。 

 

インバース・インデックスに内在する性質に関する注意点 

 

インバース・インデックスは、前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間の対象

指数の騰落率の「－１倍」（マイナス１倍）となるよう計算される。しかしながら、２営業日以上離れ

た期間におけるインバース・インデックスの騰落率は、一般に対象指数の「－１倍」とはならず、計算

上、差（ずれ）が不可避に生じる。 

 

２営業日以上離れた期間におけるインバース・インデックスの騰落率と対象指数の騰落率の「－１倍」

倍との差（ずれ）は、当該期間中の対象指数の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方

向にもどちらにも生じる可能性があるが、一般に、対象指数の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、

マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性が高くなる。また、一般に、期間が長くなればなるほど、

その差（ずれ）が大きくなる傾向がある。 

 

したがって、NEXT NOTES インドNifty・ベア ETNは、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期間

の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品である。 
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＜NEXT NOTES 野村日本株高配当70（ドルヘッジ、ネットリターン）ETNに関する情報＞ 

 

本外国指標連動証券の概要 

 

１ 利息 

本外国指標連動証券には利息は付されない。 

 

２ 償還および買入 

(a) 満期償還 

以下の規定に従い期限前に償還または買入消却されない限り、各本外国指標連動証券は、NEFに

より、2035年２月６日（以下「満期償還日」という。）に、額面金額１万円につき、以下の算式に

従って算出される金額（０円以上の金額とし、以下「満期償還額」という。）により償還される。 

10,000円 × 
最終評価日における償還価額 

IL0 

 

最終評価日（下記「(c) 用語の定義」に定義する。）またはその直後に、計算代理人（下記

「12 その他 (3) 代理契約」に定義する。）は、NEFおよび代理人（下記「12 その他 (3) 代

理契約」に定義する。）に対して、満期償還日における満期償還額を書面で通知するものとする。

代理人は、下記「９ 通知」に従い、NEFを代理して、本外国指標連動証券の所持人に対して速やか

に同様の内容を通知する。 

 

(b) 早期償還 

上記「(a) 満期償還」にかかわらず、早期償還決定期間（下記「(c) 用語の定義」に定義す

る。）中のいずれかの日に償還価額が０以下となった場合（かかる日を、以下「早期終了日」とい

う。）、本外国指標連動証券は、早期終了日の10営業日後の日に０円で自動的に償還される。疑義

を避けるため付言すれば、本外国指標連動証券の所持人に対しては、償還金額は支払われないもの

とする。 

 

(c) 用語の定義 

本書において、以下の用語は、以下の意味を有する。 

「インデックス・ 

 スポンサー」とは、 

 本指数に関連して、(ⅰ)かかる本指数に関連するルールおよび手続ならびに計

算方法および調整方法（もしあれば）を設定および検討する責任を有し、また

(ⅱ)各予定取引所営業日に（直接またはその代理人を通じて）かかる本指数の

水準を定期的に公表する会社またはその他の事業体をいう。 

「営業日」とは、  東京、ニューヨークおよびロンドンにおいて、商業銀行および外国為替市場

が、支払の決済を行い、通常の業務（外国為替取引および外貨預金取引を含

む。）を営んでいる日をいう。 

「管理費用」とは、  0.85％（＝0.0085）をいう。 

「関連取引所」とは、  計算代理人が、その単独かつ完全な裁量により、本外国指標連動証券に関して

重要であると判断する、本指数に関連する先物取引またはオプション取引が行

われる取引所または相場システムをいう。 

「規定通貨」とは、  日本円をいう。 

「最終評価日」とは、  満期償還日の10営業日前の日をいう。 

(ⅰ)償還価額を算出するために使用される野村日本株高配当70・米ドルヘッジ
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指数（ネットトータルリターン）の決定にあたり、かかる日が予定取引所営業

日ではないかまたは障害日の場合、野村日本株高配当70・米ドルヘッジ指数

（ネットトータルリターン）は、障害日でない翌予定取引所営業日において情

報配信ソースに表示される終値を用いて決定されるものとする。野村日本株高

配当70・米ドルヘッジ指数（ネットトータルリターン）が最終評価日の８予定

取引所営業日後の日までに決定されない場合、計算代理人は、その単独かつ完

全な裁量により決定した野村日本株高配当70・米ドルヘッジ指数（ネットトー

タルリターン）を用いて、最終評価日における償還価額を決定するものとす

る。 

  (ⅱ)償還価額を算出するために使用される適用為替レートの決定にあたり、か

かる日に適用為替レートが情報配信ソースに表示されない場合、適用為替レー

トは、かかる日の後に当該情報配信ソースに最初に表示されるレートを用いて

決定されるものとする。適用為替レートが最終評価日の８営業日後の日までに

決定されない場合、計算代理人は、その単独かつ完全な裁量により決定した適

用為替レートを用いて、最終評価日における償還価額を決定するものとする。 

「参照通貨」とは、  日本円および／または米ドルをいう。 

「市場混乱事由」とは、  取引障害または取引所障害で、計算代理人が重大であると判断するものが、評

価時刻までの１時間の間のいずれかの時点で、発生もしくは存在しているこ

と、または早期終了をいう。本指数に関し市場混乱事由の存在の有無を判断す

るにあたり、いずれかの時に本指数に含まれる有価証券に関して市場混乱事由

が発生した場合には、当該有価証券の本指数の水準への寄与の割合は、市場混

乱事由の発生直前における(x)当該有価証券に起因する本指数の水準の部分と

(y)本指数の水準全体との比較に基づくものとする。 

   「取引障害」とは、(ⅰ)本取引所における本指数の水準の20％以上を構成す

る有価証券に関連する取引に関し、または(ⅱ)関連取引所における本指数に関

する先物取引もしくはオプション取引につき、本取引所、関連取引所もしくは

その他が許容する制限を超える変動を理由として、本取引所もしくは関連取引

所により課せられた取引の停止または制限をいう。 

 「取引所障害」とは、市場参加者が、一般的に、(ⅰ)本取引所における本指

数の水準の20％以上を構成する有価証券の取引を実行し、もしくはその時価を

取得する機能を失いもしくは毀損し、または(ⅱ)関連取引所における本指数に

関する先物取引もしくはオプション取引を実行し、もしくはその時価を取得す

る機能を失い、もしくは毀損すると計算代理人によって決定される事由（早期

終了を除く。）をいう。 

   「早期終了」とは、本取引所または関連取引所の取引所営業日における予定

終了時刻前の取引終了をいう。ただし、かかる早期終了時刻について、(ⅰ)か

かる取引所営業日の本取引所または関連取引所の通常取引時間の実際の終了時

刻と(ⅱ)かかる取引所営業日の実際の終了時刻における執行のために本取引所

または関連取引所のシステムに入れられる注文の提出締切時刻のいずれか早い

方の１時間前までに本取引所または関連取引所が発表している場合を除く。 

「障害日」とは、  本取引所または関連取引所がその通常の取引時間に取引を行うことができない

か（関連取引所の場合、計算代理人が重大であると判断するもの）、または市

場混乱事由が生じている予定取引所営業日をいう。計算代理人は、NEFおよび代

理人に対し、その状況下で実務上可能な限り速やかに、障害日でなければ取引

所営業日であった日に、障害日の発生について通知する。 

「早期償還決定期間」 

とは、 

 当初評価日（当日を除く。）から最終評価日（当日を除く。）までの期間をい

う。 

  (ⅰ)償還価額を算出するために使用される野村日本株高配当70・米ドルヘッジ
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指数（ネットトータルリターン）を決定するにあたり、早期償還決定期間のい

ずれかの日が予定取引所営業日でないかまたは障害日の場合、計算代理人は、

かかる日の直前に情報配信ソースに最後に表示された野村日本株高配当70・米

ドルヘッジ指数（ネットトータルリターン）を用いて、またはその単独かつ完

全な裁量により、かかる日における償還価額を決定するものとする。 

  (ⅱ)償還価額を算出するために使用される適用為替レートを決定するにあた

り、早期償還決定期間のいずれかの日に適用為替レートが情報配信ソースに表

示されない場合、計算代理人は、かかる日の直前に当該情報配信ソースにおい

て最後に表示された適用為替レートを用いて、またはその単独かつ完全な裁量

により、かかる日における償還価額を決定するものとする。 

「通貨関連障害」とは、  以下の(ⅰ)または(ⅱ)のいずれかをいう。 

(ⅰ)計算代理人がその単独の裁量により判断するところにより、NEFもしくはそ

の関連会社またはノミニーもしくはヘッジ・カウンターパーティーが、下記の

参照通貨に関する事項を行うことを、直接または間接に妨げるかまたは遅延さ

せる効力を有する事由が発生および／または存在していること。 

(a)慣習的な正規のチャネルを通じて、参照通貨と規定通貨を交換すること。 

(b)参照通貨の流通域内に所在する国内機関の為替レートと少なくとも同程度

に有利な為替レートで参照通貨と規定通貨を交換すること。 

(c)規定通貨を参照通貨の流通域内における口座から参照通貨の流通域外の口

座に送金すること。 

(d)参照通貨の流通域内の口座間でまたは参照通貨の流通域内の非居住者であ

る当事者に参照通貨を送金すること。 

(e)規定通貨におけるその対象となるヘッジの価値を効果的に認識すること。 

(ⅱ)参照通貨の流通域内における政府その他の当局が、本外国指標連動証券に

関するポジションをヘッジするNEFの能力に重大な影響を与えるかまたはかかる

ヘッジを解消させる可能性があると計算代理人が誠実に判断する資本的な規制

を課す予定があることを公表したこと。 

参照通貨および規定通貨がいずれも日本円の場合、通貨関連障害に係る規定は

適用されないものとする。 

「当初評価日」とは、  2015年３月12日をいう。 

(ⅰ)償還価額を算出するために使用される野村日本株高配当70・米ドルヘッジ

指数（ネットトータルリターン）の決定にあたり、かかる日が予定取引所営業

日ではないかまたは障害日の場合、計算代理人は、かかる日の直前に情報配信

ソースに最後に表示された野村日本株高配当70・米ドルヘッジ指数（ネット

トータルリターン）を用いて、またはその単独かつ完全な裁量により、当初評

価日における償還価額を決定するものとする。 

(ⅱ)償還価額を算出するために使用される適用為替レートの決定にあたり、か

かる日に適用為替レートが情報配信ソースに表示されない場合、計算代理人

は、かかる日の直前に当該情報配信ソースにおいて最後に表示された適用為替

レートを用いて、またはその単独かつ完全な裁量により、当初評価日における

償還価額を決定するものとする。 

「取引所営業日」とは、  本取引所または関連取引所が予定終了時刻よりも早く終了するか否かにかかわ

らず、それぞれの通常の取引時間において取引が行われるために本取引所およ

び関連取引所が営業を行っている予定取引所営業日をいう。 

「取引日」とは、  2015年２月24日をいう。 

「評価時刻」とは、  本取引所における予定終了時刻をいう。ただし、本取引所が予定終了時刻より

早く終了した場合、評価時刻は実際の終了時刻とする。 
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「ヘッジ・カウンター 

 パーティー」とは、 

 NEFの関連会社、関係会社もしくはNEFが支配する会社、またはNEFもしくはその

関連会社もしくはノミニーがヘッジ取引を締結している会社を含む（ただし、

これらに限られない）あらゆる法域の当事者をいう。 

「ヘッジコストの増加」 

とは、 

 NEFおよび／またはその関連会社が、(ⅰ)本外国指標連動証券の発行および本外

国指標連動証券に基づく義務の履行に係る株価もしくはその他の価格に関する

NEFのリスクをヘッジするために必要と判断した取引もしくは資産の取得、設

定、再設定、代替、維持、解約もしくは処分を行うため、または(ⅱ)かかる取

引もしくは資産からの収益の実現、回収もしくは送金を行うために（取引日現

在の状況と比較して）著しく増加した租税、賦課金、費用または手数料（仲介

手数料を除く。）を負担する場合をいう。ただし、かかる著しい増加額が、NEF

および／またはその関連会社の信用力の低下のみに起因する場合、ヘッジコス

トの増加とはみなされない。 

「ヘッジ障害」とは、  NEFおよび／またはその関連会社が商業上合理的な努力を行ったにもかかわら

ず、(ⅰ)本外国指標連動証券の発行および本外国指標連動証券に基づく義務の

履行に係る株価もしくはその他の価格に関するNEFのリスクをヘッジするために

必要と判断した取引もしくは資産の取得、設定、再設定、代替、維持、解約も

しくは処分を行うことが不可能である場合、または(ⅱ)かかる取引もしくは資

産からの収益の実現、回収もしくは送金を行うことが不可能である場合をい

う。 

「ヘッジ取引」とは、  NEF、その関連会社またはノミニーが、本外国指標連動証券に基づくNEFの義務

の負担および履行を個別にまたはポートフォリオベースでヘッジするために行

う(ⅰ)有価証券、オプション、先物、デリバティブもしくは外国為替に関する

ポジションもしくは契約、(ⅱ)株式貸借取引または(ⅲ)その他の商品もしくは

取引（その表示方法を問わない。）の１つまたは複数の購入、売却、締結また

は維持をいう。 

「ヘッジ・ポジション」 

とは、 

 NEFおよび／またはその関連会社が、本外国指標連動証券を個別にまたはポート

フォリオベースでヘッジするために行う(ⅰ)有価証券、オプション、先物、デ

リバティブもしくは外国為替に関するポジションもしくは契約、(ⅱ)株式貸借

取引または(ⅲ)その他の商品もしくは取引（その表示方法を問わない。）の１

つまたは複数の購入、売却、締結または維持をいう。 

「法令変更」とは、  取引日以降、(ⅰ)適用法令（税法を含むが、これらに限られない。）の採択も

しくは変更により、または(ⅱ)正当な管轄権を有する裁判所、法廷もしくは規

制当局による適用法令の解釈の公表もしくは変更（税務当局が講じた一切の措

置を含む。）により、計算代理人が、(a)NEFおよび／もしくはその関連会社が

ヘッジ・ポジションを維持、取得もしくは処分することが違法となったか、ま

たは(b)本外国指標連動証券に基づく義務を履行するためにNEFおよび／もしく

はその関連会社が負担する費用が著しく増加することになる（NEFおよび／もし

くはその関連会社の租税債務の増加、税制上の優遇措置の減少もしくは課税状

況に不利なその他の影響による場合を含むが、これらに限られない。）と判断

する場合をいう。 

「本指数」とは、  野村日本株高配当70・米ドルヘッジ指数（ネットトータルリターン）（Nomura 

Japan Equity High Dividend 70, Net Total Return US Dollar Hedged 

Index）をいう。 

「本取引所」とは、  株式会社東京証券取引所をいい、その承継取引所を含むものとする。 

「予定取引所営業日」 

とは、 

 本取引所および関連取引所のいずれもが通常取引時間での取引を行う予定の日

をいう。 
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「予定終了時刻」とは、  本取引所または関連取引所および予定取引所営業日に関し、かかる予定取引所

営業日の本取引所または関連取引所の平日の予定終了時刻をいう。時間外また

は通常時間外の他の取引は考慮しない。 

「FX[t]」または「適用為替 

 レート」とは、 

 計算代理人が決定した日の午後４時（ロンドン時間）頃にトムソン・ロイ

ター・インフォメーション・サービシズ（ Thomson Reuters Information 

Services）の「WMRSPOT12」のページの「Japanese Yen」の欄または計算代理人

が決定する後継もしくは代替のページもしくは情報配信ソースに表示される日

本円／米ドルの為替相場の仲値（１米ドル当たりの日本円の値として表示され

る。）をいう。 

「FX[0]」とは、  当初評価日における適用為替レートをいう。 

「ILt」または「償還価額」 

とは、 

 当初評価日（当日を含む。）から最終評価日（当日を含む。）までの期間のい

ずれかの暦日（t）において、以下の算式により計算代理人が決定する値をい

う。 

  
ILt = ILt-1 × 

(NMRIUHHD[t]×FX[t]) 
× (1 - 管理費用 × 

1 
) 

(NMRIUHHD[t-1]×FX[t-1]) 365 

   

「IL0」とは、  100をいう。 

「NMRIUHHD[t]」または 

「野村日本株高配当70・ 

 米ドルヘッジ指数 

 （ネットトータル 

 リターン）」とは、 

 ブルームバーグの「NMRIUHHD Index」のページまたは計算代理人が決定する後

継もしくは代替のページもしくは情報配信ソースに表示される、いずれかの日

の野村日本株高配当70・米ドルヘッジ指数（ネットトータルリターン）の終値

をいう。 

「NMRIUHHD[0]」とは、  当初評価日における野村日本株高配当70・米ドルヘッジ指数（ネットトータル

リターン）をいう。 

「t」とは、  当初評価日（当日を含む。）から最終評価日（当日を含む。）までの連続する

各暦日の数字を表し、当初評価日の場合には０を意味し、当初評価日後の第１

暦日目の日の場合には１を意味し、第２暦日目の日の場合には２を意味し、以

降同様とする。 

 

(d) 本指数の調整 

(イ)承継指数 

本指数が(ⅰ)インデックス・スポンサーにより算出および公表されないが、計算代理人に受入

れ可能な後継のスポンサーにより算出および公表される場合または(ⅱ)本指数の計算に用いられ

るものと同一もしくは実質的に同様であると計算代理人が判断する算式および計算方法を用いて

承継の指数に置き換えられる場合、かかる指数（以下「承継指数」という。）は本指数とみなさ

れる。 

(ロ)調整事由 

(ⅰ)インデックス・スポンサーが本指数の算式もしくは計算方法につき著しい変更を行う旨を

公表するかもしくはその他の方法により本指数を著しく修正する場合（構成銘柄および資本構成

ならびにその他の慣例的事由に変更が生じた場合に本指数を維持するために行われる算式もしく

は方法の修正を除き、以下「本指数の修正」という。）、もしくは本指数を恒久的に取消し、承

継指数が存在しない場合（以下「本指数の取消し」という。）、(ⅱ)インデックス・スポンサー

が本指数の算出および公表を行わない場合（本指数の修正および本指数の取消しとあわせて以下

「指数調整事由」という。）、または(ⅲ) 計算代理人が、その単独の裁量により、法令変更、

ヘッジ障害、ヘッジコストの増加もしくは通貨関連障害（以下それぞれを「追加障害事由」とい
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う。）が生じたと判断した場合、NEFは、その単独の裁量により、下記(あ)または(い)に記載す

る行為を行うことができる。 

(あ) 計算代理人に対して、満期償還額および／または本外国指標連動証券のその他の条件に

ついて、調整事由（以下に定義する。）に対応するための相応な調整（もしあれば）を行

い、かかる調整の発効日を決定するように要求する。 

(い) 下記「９ 通知」に従い本外国指標連動証券の所持人に対して通知を行うことにより、本

外国指標連動証券を償還する。本外国指標連動証券が償還される場合、NEFは、下記「９ 

通知」に従い本外国指標連動証券の所持人に対して通知された日に、各本外国指標連動証

券の所持人に対して期限前償還金額（下記「(f) 税制変更による繰上償還」に定義する。）

を支払うものとする。 

「調整事由」とは、指数調整事由または追加障害事由をいう。 

(ハ)指数の訂正 

インデックス・スポンサーにより公表され、本外国指標連動証券に関する何らかの計算または

判定に用いられた指数の水準が、その後訂正され、本指数の水準に関連して決定された金額およ

び／または利率の訂正を要する場合であって、その本指数の水準の訂正が当初の公表日から１取

引所営業日以内にインデックス・スポンサーによって公表された場合（ただし、いかなる状況に

おいても関連する支払期日以前に限る。）、計算代理人は、(ⅰ)かかる訂正、(ⅱ)計算代理人に

より算出されるかかる訂正により発生する支払額および(ⅲ)かかる訂正により生じる本外国指標

連動証券の条件への必要な範囲内の調整を、かかる訂正が公表された後可及的速やかにNEFおよ

び代理人に通知するものとする。 

 

＜免責事項＞ 

本指数は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権およびその他一切の権利

は野村證券株式会社に帰属する。なお、野村證券株式会社は、本指数の正確性、完全性、信頼性、

有用性を保証するものではなく、本指数の利用者およびその関連会社が本指数を用いて行う事業活

動・サービスに関し一切責任を負わない。 

 

(e) 本外国指標連動証券の所持人の選択による償還 

本外国指標連動証券の所持人が、下記「９ 通知」に従い、所持人の選択による償還日（以下に

定義する。）に先立つ15日以上30日以内の事前の通知をNEFに対して行った場合、NEFは、所持人の

選択による償還日に、本外国指標連動証券を所持人の選択による償還額（以下に定義する。）によ

り償還しなければならない。ただし、かかる本外国指標連動証券の所持人による償還請求は、額面

金額２億円以上１万円単位の本外国指標連動証券に関するものに限り、行うことができる。 

「所持人の選択による償還日」とは、発行日（当日を含む。）から満期償還日（当日を含まな

い。）までの、各営業日をいう。本外国指標連動証券の額面金額当たりの「所持人の選択による償

還額」とは、計算代理人がその単独の裁量により商業上合理的な方法で決定する、通知がなされた

日現在の本外国指標連動証券の額面金額の公正な経済価値に相当する金額から、NEFが負担した対

象となる関連ヘッジ取引の解消に係る費用を控除した円貨額をいう。 

本外国指標連動証券の所持人による上記の通知は、取消不能とする。ただし、所持人の選択に

よる償還日より前に債務不履行事由（下記「６ 債務不履行事由」に定義する。）が発生し、かつ

継続している場合、本外国指標連動証券の所持人は、NEFに通知することにより、上記の通知を取

り消すことができ、下記「６ 債務不履行事由」に従い本外国指標連動証券の期限の利益を喪失さ

せ、直ちに支払われるべき旨を宣言することを選択することができる。  
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(f) 税制変更による繰上償還 

NEFは、下記の場合において、その選択により随時、下記「９ 通知」に従い30日以上60日以内

の（取消不能の）通知を本外国指標連動証券の所持人に対して行うことにより本外国指標連動証

券の全部（一部は不可）を償還することができる。 

(ⅰ) NEF（または保証状（下記「４ 本外国指標連動証券の地位および保証 (b) 本外国指標連動

証券の保証」に定義する。）に基づく支払が要求された場合には保証会社）が、本外国指標連

動証券の当初の発行日以後に効力が発生する、オランダもしくは（場合により）日本もしくは

その行政区画もしくは課税当局の法律もしくは規則の変更もしくは修正により、またはかかる

法律もしくは規則の適用もしくは公的な解釈の変更により、本外国指標連動証券に基づく次回

の支払期日において、下記「８ 課税上の取扱い」に規定する追加額の支払義務が生じたかもし

くは生じうる場合、またはそれぞれの場合において当該支払に関する金額をオランダもしくは

（場合により）日本の課税当局に報告する義務が生じたかもしくは生じうる場合であり、 

(ⅱ) NEF（または保証会社）が利用可能な合理的な手段を講じることによっても、かかる義務を

回避することができない場合。 

ただし、かかる償還の通知は、本外国指標連動証券（または場合により保証状）について支払

期限が到来した場合、NEF（または保証会社）のかかる追加額の支払義務または上述の課税当局に

対し報告義務のある支払を行う義務が生じる最初の日の90日以前は行われないものとする。 

本号に基づく償還の通知に先立ち、NEFは代理人に対し、その所定の事務所において本外国指標

連動証券の所持人の閲覧に供するため、NEFがかかる償還を行う権利を有している旨およびNEFが

償還を行う権利の前提条件を示す事実が発生した旨を記載した、NEFの取締役１名（または保証会

社の代表執行役）の署名ある証明書、およびNEF（または保証会社）が、かかる変更または修正に

よりかかる追加額の支払義務または上述の課税当局に対する報告義務を負っており、または今後

負うこととなる旨の定評ある独立の法律顧問による法律意見書を交付する。 

本号に従い償還される各本外国指標連動証券は、期限前償還金額により償還される。「期限前

償還金額」とは、計算代理人が本指数の動向および必要とみなすその他の要素を考慮し、誠実に

かつ商業上合理的な方法で決定する各本外国指標連動証券の公正な市場価格と等しい金額から、

かかる期限前償還に関連してNEFが負担した対象となる関連ヘッジ取引の解消に係る費用を含む

（ただし、これらに限られない。）費用を控除した金額をいう。 

上記「(b) 早期償還」、上記「(e) 本外国指標連動証券の所持人の選択による償還」、本号、

次号および下記「６ 債務不履行事由」に別段の定めがある場合を除き、本外国指標連動証券を満

期償還日より前に償還することはできない。 

 

(g) 規制事由による償還 

NEFは、適用ある法令または規則の変更の結果、本外国指標連動証券が未償還であることのみを

理由として、NEFが追加的な法域もしくは規制当局の規制に服することを要求された場合、または

NEFが重大な負担になるとみなす追加的な法律要件もしくは規制に服することとなった、もしくは

今後服することとなる場合、その選択により随時、下記「９ 通知」に従い30日以上60日以内の

（取消不能の）通知を本外国指標連動証券の所持人に対して行うことにより本外国指標連動証券

の全部（一部は不可）を償還することができる。 

本号に従い償還される各本外国指標連動証券は、期限前償還金額により償還される。 

 

-198-



(h) 買入 

NEF、保証会社またはその子会社（以下に定義する。）は随時、公開市場におけるか否かを問わ

ず、いかなる価格でも本外国指標連動証券を買い入れることができる。かかる本外国指標連動証

券は、保有、再発行、再売買し、またはNEFの選択により、支払代理人（下記「12 その他 (3) 

代理契約」に定義する。）に消却のために提出することができる。 

本号において、「子会社」とは、NEFまたは保証会社の子会社（1985年会社法第736条に定義さ

れる。）を意味する。 

 

(i) 消却 

償還された全ての本外国指標連動証券は直ちに消却される。このように消却された全ての本外

国指標連動証券および上記「(h) 買入」に従って買入消却された本外国指標連動証券は代理人に

交付され、これを再発行または再売却することはできない。本外国指標連動証券の要項で消却

（償還時を除く。）が要求される恒久大券により表章される本外国指標連動証券の消却は、当該

恒久大券の額面金額の減少により有効となる。 

 

３ 支払 

(a) 支払に関する一般規定 

支払は、あらゆる場合において、(ⅰ)支払の場所において適用ある財務もしくはその他の法律お

よび規則ならびに(ⅱ)1986年合衆国内国歳入法（以下「内国歳入法」という。）第871(m)条に従い

要求される源泉徴収もしくは控除もしくは内国歳入法第1471(b)条に記載の契約に従い要求される

源泉徴収もしくは控除、または内国歳入法第1471条から第1474条までの規定、かかる条項に基づく

規則もしくは合意、かかる条項の公的な解釈もしくはかかる条項に関する政府間の提案を施行する

法律に従って課される源泉徴収もしくは控除に服するが、下記「８ 課税上の取扱い」の規定を妨

げないものとする。 

大券の所持人は、当該大券により表章された本外国指標連動証券に関する支払を受けることので

きる唯一の者であり、NEFおよび保証会社は、当該大券の所持人に対しまたは当該所持人の指図に

従い支払をなすことにより、そのように支払われた各金額について免責される。ユーロクリア・バ

ンク・エス・エー／エヌ・ブイ（以下「ユーロクリア」という。）またはクリアストリーム・バン

キング・エス・エー（以下「クリアストリーム・ルクセンブルク」という。）の名簿に当該大券に

より表章された本外国指標連動証券の一定の額面金額の実質的な所持人として記載されている者は、

当該大券の所持人に対しまたは当該所持人の指図に従いNEFまたは保証会社が支払った各金額に関

するかかる所持人の持分について、ユーロクリアおよび／または（場合により）クリアストリー

ム・ルクセンブルクに対してのみ支払を請求するものとする。当該大券の所持人以外の者は、当該

大券に関する支払についてNEFまたは保証会社に対する請求権を有しない。 

 

(b) 支払日 

本外国指標連動証券に関する金員の支払期日が、支払日（以下に定義する。）以外の日にあたる

場合には、当該本外国指標連動証券の所持人は当該場所における翌支払日まで支払を受けることが

できず、かつ、かかる支払の繰延に関して、追加利息その他の金員の支払を受けることができない。

本号において、「支払日」とは、東京、ニューヨークおよびロンドンにおいて、商業銀行および外

国為替市場が、支払の決済を行い、通常の業務（外国為替取引および外貨預金取引を含む。）を営

んでいる日をいう。 
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(c) 元本および利息の解釈 

「本外国指標連動証券の概要」において、本外国指標連動証券に関する元本には、場合により、

以下のものを含むものとみなす。 

(ⅰ)下記「８ 課税上の取扱い」に基づき、元本に関し支払われることのある追加額。 

(ⅱ)本外国指標連動証券の満期償還額。 

(ⅲ)本外国指標連動証券の期限前償還金額。 

(ⅳ)本外国指標連動証券の所持人の選択による償還額。 

 

４ 本外国指標連動証券の地位および保証 

(a) 本外国指標連動証券の地位 

本外国指標連動証券は、NEFの直接、無条件、非劣後かつ（下記「５ 担保提供制限」に従い）無

担保の債務であり、本外国指標連動証券相互の間において優先または劣後することなく、同順位で

あり、（下記「５ 担保提供制限」に従い、また法律上優先権が認められる一定の債務を除き）NEF

のその時々において残存する現在および将来の他の一切の無担保の非劣後債務と、少なくとも同順

位である。 

 

(b) 本外国指標連動証券の保証 

本外国指標連動証券に関するNEFの支払および交付義務は、2014年８月１日付保証状（以下「保

証状」という。）により保証会社が無条件かつ取消不能の形で保証する。保証状に基づく保証会社

の債務は、保証会社の直接、無条件、非劣後かつ（下記「５ 担保提供制限」に従い）無担保の債

務であり、また、（下記「５ 担保提供制限」に従い、また国税および地方税に関する債務および

その他法律により定められた例外は除き）保証会社の現在および将来の他の一切の無担保の非劣後

債務と、少なくとも同順位である。 

 

５ 担保提供制限 

(a) NEFの担保提供制限 

NEFは、未償還残存（代理契約（下記「12 その他 (3) 代理契約」に定義する。）に定義され

る。）の本外国指標連動証券が存在する限り、NEF自身の債務（以下に定義する。）、または第三

者の債務について現在もしくは将来の債権者の利益のために行う保証もしくは補償に係る義務を担

保するために、NEFの現在または将来のいかなる事業、資産または収入の全部または一部に対して

も、いかなる抵当権、先取特権、質権その他の担保権も設定せず、また存続させないものとする。

ただし、同時に、当該債務または（場合により）保証もしくは補償と少なくとも同順位かつ同等の

比率をもって本外国指標連動証券も担保される場合、または社債権者集会の特別決議（代理契約に

定義される。）により承認された他の担保もしくは保証が本外国指標連動証券のために提供される

場合は、この限りでない。本項において「債務」とは、満期まで１年を超える期間がある有価証券

上の債務で、かつオランダもしくはその他の地域における証券取引所、店頭登録市場もしくはその

他の有価証券市場で相場が立ち、上場され、通常取引または売買されているか、その予定であるも

のを意味する。 

 

(b) 保証会社の担保提供制限 

保証会社が保証する本外国指標連動証券に未償還残存のものが存在する限り、保証会社は、いか

なる証券（以下に定義する。）の所持人のためにも、(ⅰ)当該証券がその要項により円貨以外の通

貨で支払われるかもしくは円貨以外の通貨で支払を受ける権利を与えるものである場合、または当
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該証券が円貨で表示され、かつその元本総額の50％超が保証会社もしくは（保証会社でない場合は）

NEFにより、もしくはその授権に基づいて、当初日本国外で分売される場合であり、かつ(ⅱ)当該

証券が日本国外の証券取引所、店頭登録市場その他の有価証券市場で相場が立ち、上場され、通常

取引もしくは売買されているか、その予定である場合には、①かかる証券に関する支払、②かかる

証券の保証に基づく支払、または③かかる証券に関する補償もしくはその他の債務に基づく支払を

担保するために、保証会社の現在または将来のいかなる財産、資産または収入の全部または一部に

対しても、いかなる抵当権、先取特権、質権その他の担保権も設定せず、また存続を認めないこと

を保証する。ただし、上記のいずれの場合においても、保証状に基づき、同時に、当該証券、保証、

補償もしくはその他類似の債務に関し提供されるか、または残存する担保と同じ担保もしくは社債

権者集会の特別決議により承認された他の担保もしくは保証が、本外国指標連動証券のために提供

される場合は、この限りではない。 

本項において、「証券」とは、発行時から１年を超える期間を有するNEFもしくは保証会社また

はその他の者の社債、ディベンチャー、ノートその他類似の投資証券を意味する。 

 

６ 債務不履行事由 

下記の事由（以下「債務不履行事由」という。）のいずれかが発生し、かつその事由が継続して

いる場合には、各本外国指標連動証券の所持人は、NEFおよび保証会社に対し書面による通知を行う

ことにより（代理人に対しては単に情報を提供する目的でその写しを送付する。）、当該本外国指

標連動証券の所持人が有する本外国指標連動証券につき期限の利益を喪失し、直ちに支払われるべ

き旨を宣言することができ、これにより当該本外国指標連動証券は、呈示、要求、申立その他一切

の通知を要せず期限前償還金額で直ちに償還されるものとする。ただし、NEFおよび保証会社がかか

る通知を受領する前に当該債務不履行事由が治癒された場合はこの限りでない。 

(a) 本外国指標連動証券の元本の償還または本外国指標連動証券に関する証券の交付につき、７日

を超える遅滞があった場合。 

(b) NEFまたは保証会社が、本外国指標連動証券もしくは保証状（もしあれば）に定められるNEFも

しくは（場合により）保証会社の他の約束もしくは約定、または代理契約に定められる本外国指

標連動証券の所持人のための約束もしくは約定の履行または遵守を怠り、かつ、いずれの場合に

おいても、NEFまたは（場合により）保証会社が当該不履行を治癒することを要求する本外国指標

連動証券の所持人からの書面による通知が（直接であるか代理人を通じてであるかを問わず）NEF

および保証会社に対し交付された後30日間継続した場合。 

(c) 残存元本総額が1,000万米ドル（他の通貨の場合は同額相当）以上のNEFもしくは保証会社の本

外国指標連動証券以外の借入金債務が不履行により期限の利益を喪失した場合、もしくはNEFもし

くは保証会社がかかる債務につき満期においてもしくは適用ある支払猶予期間が経過してもなお

弁済を怠っている場合（もしくはかかる債務が要求払の場合、支払要求の後３営業日、もしくは

これより長期の適用ある支払猶予期間が経過してもなお弁済を怠っている場合）、または現存す

る元本もしくは元本総額が1,000万米ドル（他の通貨の場合は同額相当）以上の第三者の借入金債

務についてNEFもしくは保証会社が付与した保証もしくは補償の履行期が到来し、適用ある支払猶

予期間の経過後履行の請求を受けたにもかかわらず履行されない場合。 

(d) 所在地において管轄権を有する裁判所が、オランダもしくは（場合により）日本において適用

ある破産、支払不能もしくは会社更生に関する法律に基づき、NEFもしくは保証会社の破産もしく

は支払不能を認める決定もしくは命令を下した場合、もしくはNEFもしくは保証会社の会社更生を

求める申立が適正になされたものと認めた場合で、かつ当該決定もしくは命令が継続する60日間

解除もしくは停止されない場合、または、所在地において管轄権を有する裁判所が、オランダも
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しくは（場合により）日本において適用ある破産、支払不能もしくは会社更生に関する法律に基

づき、NEFもしくは保証会社の破産もしくは会社更生に関してもしくはその財産の全部もしくは実

質的に全部についてもしくはその解散もしくは清算の事由について管財人、清算人、受託者もし

くは譲受人を選任する決定もしくは命令を下した場合で、かつ当該決定もしくは命令が継続する

60日間解除もしくは停止されない場合。 

(e) NEFまたは保証会社が、オランダもしくは（場合により）日本において適用ある破産法もしくは

会社更生法に基づき自己破産を申立てた場合、NEFもしくは保証会社に対する破産の申立に同意し

た場合、支払猶予（NEFに関してのみ）、会社更生もしくは債務整理を求める申立、答弁もしくは

同意を行った場合、もしくはNEFもしくは保証会社もしくはそれらの財産の全部もしくは実質的に

全部について破産もしくは会社更生の管財人、清算人、受託者もしくは譲受人を選任することに

同意した場合、もしくはそれらの債権者に対して債権譲渡を行い、債務整理を申入れ、もしくは

書面により履行期にある債務の支払ができないことを認めた場合、またはNEFもしくは保証会社が

上記の目的のいずれかを達成するための法人活動を行った場合。 

(f) 社債権者集会の特別決議によりその条件が承認された新設合併、事業結合、吸収合併もしくは

事業再編成を目的としもしくはこれに基づく場合、または存続会社がそれぞれ本外国指標連動証

券もしくは保証状に基づくNEFもしくは保証会社の債務の一切を有効に引き受けることとなる新設

合併、事業結合、吸収合併もしくは事業再編成を目的としもしくはこれに基づく場合を除き、NEF

または保証会社がその営業の全部もしくは実質的に全部を停止し、またはその資産の全部もしく

は実質的に全部を処分した場合。ただし、保証会社については、保証会社を持株会社とする事業

再編成または保証会社を持株会社の傘下に置く事業再編成の場合で、その結果保証会社が営業の

全部もしくは実質的に全部を停止し、またはその資産の全部もしくは実質的に全部を処分するこ

ととなっても、本項は適用されないものとする。 

(g) 理由の如何を問わず、保証状（上記(f)に言及される事業再編成後の承継者たる保証会社によっ

て調印がなされた保証状を含む。）が完全な効力を生じない（または保証会社がその旨主張する）

場合。 

上記(c)に関して、米ドル以外の通貨による借入金債務は、期限の利益を喪失したか、または（場

合により）当該債務不履行事由が発生した日（ロンドン時間）において、代理人が指定した主要銀

行により表示されるロンドンにおける米ドル買いに対する当該通貨の売りのための直物相場で換算

するものとする（ただし、理由の如何を問わず、当日にかかるレートを得られない場合は、その後

に最も早く入手可能な日におけるレートによる。）。 

 

７ 社債権者集会、変更および権利放棄 

代理契約は、本外国指標連動証券および代理契約の一定の条項を特別決議により修正することを

承認することを含む、本外国指標連動証券の所持人の利益に影響を与える事項について審議するた

めに社債権者集会を招集することについて、定めている。 

NEF、（場合により）保証会社または本外国指標連動証券の元本残高の10分の１以上を有する本外

国指標連動証券の所持人は、社債権者集会を招集することができる。特別決議を採択するための社

債権者集会の定足数は、本外国指標連動証券の元本残高の過半を保有または代表する１名以上の者、

その延会においては、保有または代表される本外国指標連動証券の元本金額の如何にかかわらず、

本外国指標連動証券の所持人本人またはその代理人１名以上の者とする。ただし、本外国指標連動

証券の規定の修正（本外国指標連動証券の償還日の修正、本外国指標連動証券の元本の減額もしく

は取消、交換条項付社債もしくはエクイティ・リンク償還条項付社債の償還に関する資産（もしあ

れば）の交付に係る規定の変更、もしくは本外国指標連動証券の支払通貨を変更する場合を含
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む。）、または代理契約の一定の条項の修正を議題とする集会においては、特別決議を採択するた

めに必要な定足数は、３分の２以上を保有または代表する１名以上の者、その延会においては、本

外国指標連動証券の元本残高の３分の１以上を保有または代表する１名以上の者とする。社債権者

集会で採択された特別決議は、出席の有無にかかわらず本外国指標連動証券の所持人の全てを拘束

する。 

代理人、NEFおよび保証会社は、本外国指標連動証券の所持人の同意を得ることなく、以下につい

て合意することができる。 

(a) （NEFおよび保証会社の意見において）本外国指標連動証券の所持人の利益に重要な影響のない

本外国指標連動証券、代理契約、ディード・オブ・コベナントおよび／または保証状の条項の修

正（上記に述べた場合を除く。）（本外国指標連動証券の所持人の個別の状況または特定の法域

における調整による課税もしくはその他の結果は勘案しない。）。 

(b) 本外国指標連動証券、代理契約、ディード・オブ・コベナントおよび／または保証状について

の（NEFおよび保証会社の意見において）形式的、軽微もしくは技術的な修正、または明白な誤記

の訂正もしくは適用ある法令の強行規定に従うための訂正。 

かかる修正は、本外国指標連動証券の所持人の全てを拘束する。また、かかる修正後は、下記

「９ 通知」に従い本外国指標連動証券の所持人に可及的速やかにその旨通知される。 

 

８ 課税上の取扱い 

本外国指標連動証券に投資しようとする申込人は、各申込人の状況に応じて、本外国指標連動証

券に投資することによる課税上の取扱いおよびリスクまたは本外国指標連動証券に投資することが

適当か否かについて各自の財務・税務顧問に相談する必要がある。 

本外国指標連動証券に係るNEFによる支払または保証状に基づく保証会社による支払は全て、オラ

ンダ（NEFの場合）もしくは日本（保証会社の場合）またはそれらの行政区画もしくはそれらの課税

当局もしくはそれらの域内の課税当局によりまたはそれらに代わって、現在または将来において課

され、賦課され、徴税され、源泉徴収され、課税されるあらゆる性質の税金、賦課金、公租公課を

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

源泉徴収または控除を法により強制される場合を除く。この場合、NEFまたは（場合により）保証会

社は、本外国指標連動証券の所持人がかかる源泉徴収または控除の後に受領する本外国指標連動証

券の元本の純受取額が、かかる源泉徴収または控除がなければ本外国指標連動証券について受領し

たであろう金額と等しくなるように必要な追加額を支払うものとする。ただし、かかる追加額は以

下の本外国指標連動証券に関しては支払われないものとする。 

(ⅰ) 本外国指標連動証券を保有する以外に、(x)NEFによる支払の場合にはオランダと何らかの関連

を有すること、(y)保証状に基づく保証会社による支払の場合には①日本の税法上日本の居住者も

しくは日本法人と扱われ、または②その他日本と関連を有することを理由として、かかる税金、

賦課金、公租公課を負担する本外国指標連動証券の所持人によりまたはかかる者に代わって支払

のために呈示がなされた本外国指標連動証券。 

(ⅱ) 貯蓄所得に対する課税に関する欧州連合理事会指令2003／48／ECまたは同指令の実施もしくは

遵守のための法律もしくは同指令に適合させるために制定された法律によって、個人に対する支

払についてかかる源泉徴収または控除が課され、かつ要求される場合。 

(ⅲ) 欧州連合の加盟国内の別の支払代理人に本外国指標連動証券を呈示したならば、かかる源泉徴

収または控除を回避できたであろう本外国指標連動証券の所持人によりまたはかかる者に代わっ

て支払のために呈示がなされた本外国指標連動証券。 
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(ⅳ) 関連日（以下に定義する。）後30日を過ぎて支払のために呈示がなされた本外国指標連動証券

（ただし、本外国指標連動証券の所持人がかかる30日目に支払のためにこれを呈示していたなら

ば受領することができた当該追加額を除く。）。 

(ⅴ) オランダまたは日本において支払のために呈示がなされた本外国指標連動証券。 

本項において「関連日」とは、当該支払について最初に支払期日が到来した日、または支払われ

るべき金員の全額が当該期日までに代理人により受領されていない場合は、当該金員の全額が受領

され、その旨の通知が下記「９ 通知」に従い本外国指標連動証券の所持人に対してなされた日を意

味する。 

 

９ 通知 

本外国指標連動証券に関する全ての通知は、ロンドンで講読される代表的な英語の日刊新聞に掲

載された場合に有効とみなされる。かかる掲載はロンドンのフィナンシャル・タイムズ紙になされ

る予定である。かかる通知は、掲載された日付、または複数回掲載される場合もしくは複数の新聞

紙での掲載を要求される場合には、掲載を要求される全ての新聞紙に最初に掲載された時点での日

付をもって、なされたものとみなされる。 

ユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルクのために大券が全部保管されている限り、

かかる新聞への掲載の方法に代えて、本外国指標連動証券の所持人に対する連絡のためユーロクリ

アおよびクリアストリーム・ルクセンブルクへ通知を交付するという方法をとることができる。か

かる通知は、ユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルクが通知を受領した日に本外国

指標連動証券の所持人になされたものとみなされる。 

本外国指標連動証券の所持人による通知は書面によるものとし、これを関連する本外国指標連動

証券とともに代理人に預託するものとする。大券が各本外国指標連動証券を表章している間も、本

外国指標連動証券の所持人は、代理人およびユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブル

クが認める方法で、ユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルクを通じて代理人にかか

る通知を行うことができる。 

 

10 消滅時効 

本外国指標連動証券は、それぞれの関連日（上記「８ 課税上の取扱い」に定義する。）から元本

の支払および／または資産の交付については10年の期間内に元本に関する請求がなされない場合は

失効する。 

 

11 準拠法および送達代理人の任命 

代理契約、ディード・オブ・コべナント、本外国指標連動証券および保証状（ならびに代理契約、

ディード・オブ・コべナント、保証状および本外国指標連動証券ならびに本外国指標連動証券の発

行および買入に関する一切の契約に起因してまたはこれらに関連して生じる非契約的債務）は英国

法に準拠するものとし、これに従って解釈される。 

NEFおよび保証会社はそれぞれ、本外国指標連動証券の所持人のために、英国の裁判所が本外国指

標連動証券から生じるかまたは本外国指標連動証券に関して生ずるあらゆる紛争（本外国指標連動

証券に起因してまたは本外国指標連動証券に関連して生じる非契約的債務に関する紛争を含む。）

を解決する管轄権を有すること、したがって本外国指標連動証券から生じるかまたは本外国指標連

動証券に関して生じる訴訟または手続（以下「訴訟手続」と総称する。）が英国の裁判所に提起で

きることに、取消不能の形で合意する。 
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NEFおよび保証会社は、英国（本書提出日現在、ロンドン市 EC4R 3AB エンジェル・レーン１）に

登録された住所を有するノムラ・インターナショナル・ピーエルシーを英国における訴訟手続に関

する英国における送達代理人に取消不能の形で任命し、同社が送達代理人としての職務の遂行を停

止したときは他の送達代理人を任命する。 

 

12 その他 

(1) 代わり券 

本外国指標連動証券が紛失、盗失、毀損、汚損または滅失した場合、代理人の所定の事務所に

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

を提出することを条件として、代わり券を発行することができる。毀損または汚損した本外国指

標連動証券については、代わり券が発行される前にこれを提出しなければならない。 

 

(2) 承継 

(Ⅰ) NEFの承継 

(a) NEFの承継に関する前提条件 

本外国指標連動証券に関連して、NEFは、本外国指標連動証券の所持人の同意なしに、承継債

務会社（下記「(e) 承継債務会社」に定義する。）に代替しまたは承継することができる。た

だし、以下の事項を条件とする。 

(ⅰ)承継債務会社および保証会社が、承継が完全な効力を有するために必要な代理契約の別紙

５記載の様式の捺印証書（以下「捺印証書」という。）およびその他の書類（もしあれば）

（捺印証書とあわせて以下「書類」という。）を作成し、当該書類の下で、（上記の一般性

を制限することなく）承継債務会社が、NEF（または全ての前任の承継債務会社）に代わり、

本外国指標連動証券の主要な債務者として、本外国指標連動証券、代理契約およびディー

ド・オブ・コベナントにその名称が記載されていたかのように、本外国指標連動証券の所持

人のために、本外国指標連動証券の要項（下記(b)に記載の方法による修正を含む。）ならび

に代理契約およびディード・オブ・コベナントの規定に従うことを約束し、それに基づき保

証会社が、主要な債務者としての承継債務会社の本外国指標連動証券により支払うべき金額

の全額の支払および／または本外国指標連動証券に関する交付義務を、各本外国指標連動証

券の所持人に対して無条件かつ取消不能の形で保証すること。 

(ⅱ)書類が、以下の表明および保証を含むこと。 

(あ) 承継債務会社 

(Ａ)かかる承継に必要な一切の企業、政府および規制当局による許可および同意ならびに書

類に基づく承継債務会社の義務の履行に必要な一切の企業、政府および規制当局による許

可および同意を取得しており、かかる許可および同意が全て完全に有効であること。 

(Ｂ)書類に基づいて承継債務会社が負う義務は、いずれもそれぞれの条項に従って法的に有

効かつ拘束力を有していること。 

(い) 保証会社（保証会社が保証を付与し、かつ捺印証書に基づき保証が与えられている本外

国指標連動証券について） 

(Ａ)かかる保証の付与に必要な一切の企業、政府および規制当局による許可および同意なら

びに書類に基づく保証会社の義務の履行に必要な一切の企業、政府および規制当局による

許可および同意を取得しており、かかる許可および同意が全て完全に有効であること。 

(Ｂ)書類に基づいて保証会社が負う義務および保証は、いずれもそれぞれの条項に従って法

的に有効かつ拘束力を有していること。 
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(ⅲ)本外国指標連動証券が上場されている各証券取引所、上場承認機関および／または取引相

場システム（もしあれば）が、提案されている承継債務会社の承継後も本外国指標連動証券

がかかる証券取引所、上場承認機関および／または取引相場システムにおいて引続き上場さ

れること、売買されることおよび／または取引が行われることを確認すること。 

(ⅳ)NEFおよび承継債務会社が、場合により、代理人に対し、英国における主要な法律事務所か

らNEFを代理して提出される、書類が英国法に基づいて法的に有効かつ拘束力を有するNEFお

よび承継債務会社の義務を構成する旨のディーラーを宛先とした法律意見書（かかる意見書

は承継債務会社によるNEFの承継の日付の前７日以内の日付で作成され、代理人の所定の事務

所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供されることを要する。）を、保管の

ため交付しまたは交付させること。 

(ⅴ)NEFが、代理人に対し、オランダにおける主要な法律事務所からNEFを代理して提出される、

オランダ法に基づきNEFが書類を締結する能力および権限を有している旨のディーラーを宛先

とした法律意見書（かかる意見書は承継債務会社によるNEFの承継の日付の前７日以内の日付

で作成され、代理人の所定の事務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供さ

れることを要する。）を、保管のため交付しまたは交付させること。 

(ⅵ)承継債務会社が、代理人に対し、承継債務会社の法域における主要な法律事務所から承継

債務会社を代理して提出される、当該法域における法律に基づいて承継債務会社が書類を締

結する能力および権限を有している旨のディーラーを宛先とした法律意見書、また承継債務

会社が英国以外の法域に属する場合は、書類が当該法律に基づいて法的に有効かつ拘束力を

有する承継債務会社の義務を構成する旨のディーラーを宛先とした法律意見書（かかる意見

書は承継債務会社によるNEFの承継の日付の前７日以内の日付で作成され、代理人の所定の事

務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供されることを要する。）を、保管

のため交付しまたは交付させること。 

(ⅶ)保証会社が、代理人に対し、英国における主要な法律事務所から保証会社を代理して提出

される書類（保証会社が承継債務会社について付与する保証状を含む。）が英国法に基づい

て法的に有効かつ拘束力を有する保証会社の義務を構成する旨のディーラーを宛先とした法

律意見書（かかる意見書は承継債務会社によるNEFの承継の日付の前７日以内の日付で作成さ

れ、代理人の所定の事務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供されること

を要する。）を、保管のため交付しまたは交付させること。 

(ⅷ)保証会社が、代理人に対し、日本における主要な法律事務所から保証会社を代理して提出

される、日本法に基づき保証会社が書類（保証会社が承継債務会社について付与する保証状

を含む。）を締結する能力および権限を有している旨のディーラーを宛先とした法律意見書

（かかる意見書は承継債務会社によるNEFの承継の日付の前７日以内の日付で作成され、代理

人の所定の事務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供されることを要す

る。）を、保管のため交付しまたは交付させること。 

(ⅸ)本外国指標連動証券につき債務不履行事由が存在しないこと。 

(b) 承継債務会社による引受け 

上記(a)に定める書類が作成された場合、承継債務会社は、NEF（または前任の承継債務会社）

に代わり、本外国指標連動証券の主要な債務者として本外国指標連動証券にその名称が記載さ

れたものとみなされ、これに基づき、本外国指標連動証券は、承継が効力を有するよう修正さ

れたものとみなされる。発行会社としてのNEF（またはかかる前任の承継債務会社）は、書類の

作成をもって、本外国指標連動証券の主要な債務者としての一切の義務を免除される。 
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(c) 書類の預託 

本外国指標連動証券が未償還であり、かつ承継債務会社または保証会社に対して本外国指標

連動証券または書類に関し本外国指標連動証券の所持人によりなされた請求につき終局判決、

和解または免責がなされていない限り、書類は、代理人に預託され保管される。書類において

承継債務会社および保証会社は、各本外国指標連動証券の所持人が、本外国指標連動証券また

は書類につき強制執行するため、書類を作成する権利を認めるものとする。 

(d) 承継通知 

書類の作成後15日以内に、承継債務会社は、かかる承継について上記「９ 通知」に従って、

本外国指標連動証券の所持人に対して通知するものとする。 

(e) 承継債務会社 

「承継債務会社」とは、直接的または間接的に野村ホールディングス株式会社により100％保

有される会社を意味する。 

 

(Ⅱ) 保証会社の承継 

(a) 保証会社の承継に関する前提条件 

本外国指標連動証券に関連して、保証会社は、本外国指標連動証券の所持人の同意なしに、

承継保証会社（下記「(e) 承継保証会社」に定義する。）に代替しまたは承継することができ

る。ただし、以下の事項を条件とする。 

(ⅰ)かかる承継が、野村ホールディングス株式会社およびその連結子会社またはそれにより構

成される企業グループ内の再編成による場合においてのみ行われること。 

(ⅱ)承継保証会社が、承継が完全な効力を有するために必要な書類（以下「保証会社承継書類」

という。）を作成し、当該書類の下で、（上記の一般性を制限することなく）承継保証会社

が、保証会社（または全ての前任の承継保証会社）に代わり、本外国指標連動証券の保証会

社として、本外国指標連動証券および代理契約にその名称が記載されていたかのように、本

外国指標連動証券の所持人のために、本外国指標連動証券の要項（下記(b)に記載の方法によ

る修正を含む。）および代理契約の規定に従うことを約束すること。 

(ⅲ)保証会社承継書類が、承継保証会社による以下の表明および保証を含むこと。 

(Ａ)かかる承継に必要な一切の企業、政府および規制当局による許可および同意ならびに保

証会社承継書類に基づく承継保証会社の義務の履行に必要な一切の企業、政府および規制

当局による許可および同意を取得しており、かかる許可および同意が全て完全に有効であ

ること。 

(Ｂ)保証会社承継書類に基づいて承継保証会社が負う義務は、いずれもそれぞれの条項に

従って法的に有効かつ拘束力を有していること。 

(ⅳ)本外国指標連動証券が上場されている各証券取引所、上場承認機関および／または取引相

場システム（もしあれば）が、提案されている承継保証会社の承継後も本外国指標連動証券

がかかる証券取引所、上場承認機関および／または取引相場システムにおいて引続き上場さ

れること、売買されることおよび／または取引が行われることを確認すること。 

(ⅴ)保証会社および（場合により）承継保証会社が、代理人に対し、ディーラーを宛先とした

以下の法律意見書を、保管のため交付しまたは交付させること。 

(Ａ)英国における主要な法律事務所から保証会社を代理して提出される、保証会社承継書類

が英国法に基づいて法的に有効かつ拘束力を有する保証会社および承継保証会社の義務を

構成する旨の法律意見書（かかる意見書は承継保証会社による保証会社の承継の日付の前
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７日以内の日付で作成され、代理人の所定の事務所において本外国指標連動証券の所持人

による閲覧に供されることを要する。）。 

(Ｂ)日本における主要な法律事務所から保証会社を代理して提出される、日本法に基づき保

証会社が保証会社承継書類を締結する能力および権限を有している旨ならびに保証会社承

継書類が日本法に基づいて法的に有効かつ拘束力を有する保証会社の義務を構成する旨の

法律意見書（かかる意見書は承継保証会社による保証会社の承継の日付の前７日以内の日

付で作成され、代理人の所定の事務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に

供されることを要する。）。 

(Ｃ)承継保証会社の法域における主要な法律事務所から承継保証会社を代理して提出される、

当該法域における法律に基づいて承継保証会社が保証会社承継書類を締結する能力および

権限を有している旨の法律意見書、また承継保証会社が英国以外の法域に属する場合は、

保証会社承継書類が当該法律に基づいて法的に有効かつ拘束力を有する承継保証会社の義

務を構成する旨の法律意見書（かかる意見書は承継保証会社による保証会社の承継の日付

の前７日以内の日付で作成され、代理人の所定の事務所において本外国指標連動証券の所

持人による閲覧に供されることを要する。）。 

(ⅵ)本外国指標連動証券につき債務不履行事由が存在しないこと。 

(b) 承継保証会社による引受け 

上記(a)に定める保証会社承継書類が作成された場合、承継保証会社は、保証会社（または前

任の承継保証会社）に代わり、本外国指標連動証券の保証会社として本外国指標連動証券にそ

の名称が記載されたものとみなされ、これに基づき、本外国指標連動証券は、承継が効力を有

するよう修正されたものとみなされる。保証会社（またはかかる前任の承継保証会社）は、保

証会社承継書類の作成をもって、本外国指標連動証券について保証会社としての一切の義務を

免除される。 

(c) 保証会社承継書類の預託 

本外国指標連動証券が未償還であり、かつ承継保証会社に対して本外国指標連動証券または

保証会社承継書類に関し本外国指標連動証券の所持人によりなされた請求につき終局判決、和

解または免責がなされていない限り、保証会社承継書類は、代理人に預託され保管される。保

証会社承継書類において承継保証会社は、各本外国指標連動証券の所持人が、本外国指標連動

証券または保証会社承継書類につき強制執行するため、保証会社承継書類を作成する権利を認

めるものとする。 

(d) 承継通知 

保証会社承継書類の作成後15日以内に、承継保証会社は、かかる承継について上記「９ 通知」

に従って、本外国指標連動証券の所持人に対して通知するものとする。 

(e) 承継保証会社 

「承継保証会社」とは、NEFの最終的な親会社であるかまたはNEFと最終的な親会社が同一で

ある会社のいずれかを意味する。ただし、後者の場合、承継日におけるかかる承継保証会社の

格付が、保証会社の格付以上である場合に限る。 

 

(3) 代理契約 

本外国指標連動証券は、発行会社としてのノムラ・バンク・インターナショナル・ピー・エ

ル・シーおよびNEF、保証会社としての野村ホールディングス株式会社および野村證券株式会社、

発行代理人兼主支払代理人および代理銀行としてのシティバンク・エヌ・エー・ロンドン（以下

「代理人」といい、承継者たる代理人を含む。）、代理契約に記載のその他の支払代理人（代理

-208-



人とあわせて以下「支払代理人」といい、追加の支払代理人または承継者たる支払代理人を含

む。）、代理契約に記載の計算代理人（以下「計算代理人」といい、承継者たる計算代理人を含

む。）ならびに代理契約に記載の受渡代理人（以下「受渡代理人」といい、追加の受渡代理人ま

たは承継者たる受渡代理人を含む。）の間の2013年８月５日付の変更および改訂済代理契約（以

下「代理契約」といい、随時修正、補完および／または改訂を含む。）に従い、その利益を享受

して発行される。 

 

(4) 様式、額面および所有権 

本外国指標連動証券は無記名式で発行され、円建てで、外国指標連動証券の額面金額は１万円

である。 

以下に記載される条件に従って、本外国指標連動証券の所有権は受渡により移転する。NEF、保

証会社、代理人、支払代理人および受渡代理人は、（満期が到来しているか否かを問わず、また、

本外国指標連動証券の所有に係る通知、または本外国指標連動証券の紛失もしくは盗失に係る券

面上の記載もしくは通知の有無にかかわらず）本外国指標連動証券の持参人をその完全な権利者

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

げない。 

当該時点においてユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルクの名簿に特定の額面

金額の当該本外国指標連動証券の所持人として登録されている者は、NEF、保証会社、支払代理人

および受渡代理人により全ての点（本外国指標連動証券の元金の支払に関する事項を除く。かか

る事項については、大券の条項に従い、大券の所持人が、NEF、保証会社、支払代理人および受渡

代理人により当該本外国指標連動証券の所持人として取り扱われるものとし、「本外国指標連動

証券の所持人」およびこれに関連する用語はこれに従って解釈される。）において当該額面金額

の本外国指標連動証券の所持人として取り扱われる（この場合、いずれかの者の口座に貸記され

ている本外国指標連動証券の額面金額に関してユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセン

ブルクが発行した証明書その他の書類は、明白な誤りがある場合を除き、全ての点において、最

終的なものとして、拘束力を有するものとする。）。ユーロクリアまたはクリアストリーム・ル

クセンブルクの共通預託機関または共通保管機関により保管される大券により表章される本外国

指標連動証券は、その時点におけるユーロクリアまたは（場合により）クリアストリーム・ルク

センブルクのルールおよび手続に従ってのみ、これを譲渡することができる。 

本外国指標連動証券は、恒久大券の形態で発行され、確定券面に交換することはできない。 

NEFおよびディーラーが別途合意した場合を除き、次の文言が、全ての恒久大券に記載される。 

「本証券を保有する合衆国人（合衆国内国歳入法に定義される。）は、内国歳入法第165(j)条

および第1287(a)条に定められる制限を含む合衆国所得税法上の制限に服する。」 

上記文言に言及された条文は、合衆国の本外国指標連動証券の所持人が、一定の例外を除き、

本外国指標連動証券に関する損失を税務上控除することができず、また、本外国指標連動証券に

係る売却、処分、償還または元本の支払による利益について譲渡益課税の適用を受けることがで

きない旨を定めている。 

 

(5) 代理人、支払代理人、計算代理人および受渡代理人 

代理人（発行代理人兼主支払代理人）、支払代理人、計算代理人および受渡代理人の名称なら

びにそれぞれの当初の所定の事務所は、以下のとおりである。 
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代理人（発行代理人兼主支払代理人） 

シティバンク・エヌ・エー・ロンドン 

（Citibank, N.A., London） 

ロンドン市 E14 5LB、カナリー・ワーフ、カナダ・スクエア、シティグループ・センター 

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

支払代理人 

ノムラ・バンク（ルクセンブルク）エス・エー 

（Nomura Bank (Luxembourg) S.A.） 

エスペランジュ L-5826、ガスペリッシュ通り33番A棟 

（Bâtiment A, 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange） 

計算代理人 

ノムラ・インターナショナル・ピーエルシー 

（Nomura International plc） 

ロンドン市 EC4R 3AB エンジェル・レーン１ 

（1 Angel Lane, London EC4R 3AB） 

受渡代理人 

本外国指標連動証券については指定されていない。 

NEFおよび保証会社は、以下の全ての条件を満たす場合には、支払代理人、計算代理人および／

もしくは受渡代理人の指名を変更もしくは終了させる権利ならびに／または追加のもしくはその

他の支払代理人、計算代理人もしくは受渡代理人を指名する権利ならびに／または支払代理人、

計算代理人もしくは受渡代理人の所定の事務所の変更を承認する権利を有する。 

(ⅰ)NEFが設立された法域を除くヨーロッパ大陸内に支払代理人を常置すること。 

(ⅱ)計算代理人が任命された本外国指標連動証券に関し計算代理人を常置すること。 

(ⅲ)代理人を常置すること。 

(ⅳ)欧州連合理事会指令2003／48／EC、または当該指令の実施もしくは遵守のための法律もし

くは当該指令に適合させるために制定された法律に基づく公租公課の源泉徴収または控除

を行う義務を負うことのない欧州連合の加盟国内に支払代理人を常置すること。 

変更、終了、指名または移行は、上記「９ 通知」に従って、本外国指標連動証券の所持人に対

する30日以上45日以内の事前の通知がなされた後にのみ（(ⅰ)支払不能の場合、または(ⅱ)支払

代理人が、内国歳入法第1471条から第1474条までの規定、かかる条項に基づく規則もしくは合意、

もしくはかかる条項の公的な解釈に従って定義される「外国金融機関」であり、「パススルー支

払」に対する源泉徴収税の施行日以降に「参加外国金融機関」とはならないかもしくは同日以降

に「参加外国金融機関」ではなくなる場合（上記の用語は内国歳入法第1471条から第1474条まで

の規定、かかる条項に基づく規則もしくは合意、もしくはかかる条項の公的な解釈に従い定義さ

れる。）には、「パススルー支払」に対する源泉徴収税の施行日以降、いずれの場合も直ちに）

効力を生じるものとする。 

代理人、その他の支払代理人、計算代理人および受渡代理人は、代理契約に基づき職務を行う

際に、NEFおよび保証会社の代理人としてのみ職務を行い、本外国指標連動証券の所持人に対して

義務を負わず、また、本外国指標連動証券の所持人と代理または信託の関係を有しない。ただし、

（本外国指標連動証券の所持人に対し本外国指標連動証券の償還の支払をするNEFまたは場合によ

り保証会社の義務に影響を及ぼすことなく）本外国指標連動証券に関して期限が到来した額の支

払のために代理人が受領した資金は、上記「10 消滅時効」に定められた消滅時効期間が満了する

まで、代理人が本外国指標連動証券の所持人のために保管する。代理契約は、一定の事情の下で
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の代理人、支払代理人、計算代理人および受渡代理人に対する補償およびそれらの責任免除のた

めの規定を含んでおり、また、代理人およびその他の支払代理人がNEFおよび保証会社との間で営

業上の取引を行うことができ、かかる取引から生じた利益を本外国指標連動証券の所持人に帰属

させる義務を負わない旨の規定を含んでいる。代理契約には、代理人が吸収合併もしくは組織変

更を行った事業体、代理人との間で新設合併を行った事業体または代理人がその資産のほぼ全て

を譲渡した事業体を承継代理人として認める条項が規定されている。 

 

(6) 追加発行 

NEFは、本外国指標連動証券の所持人の同意を得ることなく、全ての点（またはその発行総額、

および発行価格を除く全ての点）において本外国指標連動証券と同じ要項の社債を随時成立させ

発行し、かかる社債を未償還の本外国指標連動証券と統合して単一のシリーズとすることができ

る。 
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指数の概要 

 

野村日本株高配当70 

野村日本株高配当70は、日本株の高配当利回り70銘柄を構成銘柄とする等金額型の指数である。継続的

な高配当収入獲得を狙う戦略をパッシブ運用で実現するように設計されている。配当継続性と投資可能

性を考慮しつつ、国内上場普通株式の中から今期予想配当利回りが高い70銘柄を選択している。 

 

銘柄選定方法 

野村日本株高配当70の採用銘柄は、原則として、毎年12月第１営業日の前々月15日時点（休日の場合は

前営業日）における国内普通株式の全上場銘柄の中から選択される。ただし、下記の銘柄スクリーニン

グ基準とリバランスバンドを考慮した上で、今期予想配当利回りが高い70銘柄を選択する。定期入替は

年１回12月第１営業日（以下「定期入替日」という。）に行われる。定期入替日の前月第５営業日を入

替基準日とし、入替基準日時点におけるデータを用いて計算した結果をもとに、定期入替後の構成銘柄

と指数組入株数が決定される。 

 

銘柄スクリーニング基準 

配当継続性に懸念がある銘柄や浮動株調整時価総額が小さい銘柄などの低流動性銘柄の組入れを抑制す

るためのルールである。入替基準日時点において下記の条件を満たす銘柄を投資対象とする。 

・過去３年間の実績経常利益が全て非負の銘柄 

・今期予想決算期が３、６、９、12月の銘柄 

・浮動株調整時価総額上位85％に含まれる銘柄 

・過去60日平均売買代金上位500位以内の銘柄 

 

リバランスバンド 

今期予想配当利回りの微小な差による頻繁な銘柄入替を抑制するためのルールである。銘柄スクリーニ

ング基準を満たす銘柄の中から、下記の手順によって指数構成銘柄を選定する。 

・入替基準日時点の今期予想配当利回り上位50銘柄については無条件で採用する。 

・次に今期予想配当利回りの上位51位～90位（リバランスバンド）に含まれる既採用銘柄のみを70銘

柄に達するまで採用する。 

・もし上記の手順によって採用銘柄が70銘柄に満たない場合は、不足分を今期予想配当利回りの51位

以降の未採用銘柄の中から順に採用する。 

 

銘柄組入株数 

上記の「銘柄選定方法」で選定した70銘柄を構成銘柄とし、入替基準日時点において各構成銘柄のウエ

イトが等しくなるようにして指数を構築する。 

 

野村日本株高配当70・米ドルヘッジ指数（ネットトータルリターン） 

野村日本株高配当70・米ドルヘッジ指数（ネットトータルリターン）は、為替リスクを回避しつつ米ド

ル建てで原指数に投資する際のパフォーマンスを表す。月末時点の投資残高を１ヶ月のドル円為替フォ

ワード取引を用いて毎月末ヘッジしたものとして算出される。野村日本株高配当70・米ドルヘッジ指数

（ネットトータルリターン）で用いるドル円為替レートは、WMロイターのスポットレートおよび１ヶ月

フォワードレートの終値（ロンドン時間16時の仲値、１米ドル当たりの円レート）を使用する。為替

レートが取得できない場合には、前日値を用いて計算するものとする。野村日本株高配当70・米ドル
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ヘッジ指数（ネットトータルリターン）の原指数としては、野村日本株高配当70の円建てネットトータ

ルリターン指数（以下「円建て原指数」という。）を使用する。 

野村日本株高配当70・米ドルヘッジ指数（ネットトータルリターン）の配当に対する税率は国内非居住

者に対する税率に従って計算する。 

 

野村日本株高配当70・米ドルヘッジ指数（ネットトータルリターン）の計算方法 

野村日本株高配当70・米ドルヘッジ指数（ネットトータルリターン）(md) = 

野村日本株高配当70・米ドルヘッジ指数（ネットトータルリターン）(m0) × (1+ ヘッジ前指数リ

ターン(md) + ヘッジリターン(md)) 

 

（各月をmとし、m0は前月末営業日、mdはm月の第d日とする） 

 

ヘッジ前指数リターン(md) = 

(円建て原指数(md)/円建て原指数(m0)) × (スポットレート(m0)/スポットレート(md)) -1 

ヘッジリターン(md) = 

(スポットレート(m0)/フォワードレート(m0)) - (スポットレート(m0)/線形補間されたフォワード

レート(md)) 

線形補間されたフォワードレート(md) = 

スポットレート(md) + (D'-d)/D × (フォワードレート(md) - スポットレート(md)） 

（d：当月経過暦日日数、D：当月暦日総数、D'：当月最終営業日までの暦日総数） 

 

円建て原指数の計算方法 

円建て原指数(t) = 円建て原指数(t-1) × (1+ リターン(t)) 

リターン(t) = ((時価総額(t) + 課税考慮済配当総額(t))/課税考慮済基準時価総額(t)) -1 

課税考慮済基準時価総額(t) = 

時価総額(t-1) + 修正時価総額(t) - 課税考慮済修正配当総額(t) 
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投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項 

 

本受益権または本外国指標連動証券に関するリスク要因 

 

本受益権の信託財産である本外国指標連動証券は、発行会社の担保の裏付けがない証券であり、担保付

債務ではない。また本外国指標連動証券および／または本受益権のリターンは、本外国指標連動証券お

よび／または本受益権の連動指標である野村日本株高配当70・米ドルヘッジ指数（ネットトータルリ

ターン）（以下本項において「本指数」または「連動先指数」という。）のパフォーマンスに連動して

いる。本外国指標連動証券および／または本受益権に投資することは、連動先指数の構成銘柄に直接投

資することと同じではない。 

 

本「投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項」の項では、本受益権への投資を検討するに

あたり投資家になろうとする者が考慮すべきリスク要因について記載する。投資家は、本受益権に投資

する前に、以下に記載のリスクに関する情報のほか、本書中に記載のその他の情報を熟読すべきである。 

 

以下に明示されている各リスクは、本受益権への投資に内在する主要なリスクを説明したものである。

以下に明示されている各リスクは、発行会社の事業、業務、財務状態または見通しに重大な悪影響を及

ぼす可能性があり、結果的には投資家が本受益権に関して受領するリターンに重大な悪影響を及ぼす可

能性がある。さらに以下に明示されている各リスクは、本外国指標連動証券および／または本受益権の

取引価格または本受益権に基づく投資家の権利に悪影響を及ぼすおそれがあり、その結果、投資家は投

資金額の全部または一部を失うおそれがある。 

 

本受益権に投資しようとする者は、下記のリスクが、発行会社が直面しているリスクまたは本外国指標

連動証券および／または本受益権の性質により生じうるリスクの全てではない点に留意するべきである。

発行会社は、その業務および発行されうる本外国指標連動証券に関連するリスクのうち、自らが重要で

あると考えるリスクのみを記載している。発行会社が現在重要でないと考えている、または現在認識し

ていないその他のリスクが存在する可能性があり、これらのいずれかが投資家が本受益権に関して受領

するリターンに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。本受益権に投資しようとする者は、本外国指標連

動証券および／または本受益権に関するリスクを十分に理解できない場合、別途投資に関する助言を求

めるべきである。 

 

発行会社または保証会社の信用リスク 

 

本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の償還金額の支払は発行会社または保証会社の義務と

なっている。したがって、発行会社または保証会社の倒産や財務状況の悪化等により発行会社または保

証会社が本外国指標連動証券の償還金額を支払わず、または支払うことができない場合には、投資家は

損失を被りまたは投資元本を割り込むことがあり、投資元本の全てを失うこともある。 

 

信用格付の引き下げは、本外国指標連動証券および／または本受益権の価格の低下につながるおそれが

ある 

 

本外国指標連動証券および／または本受益権の価値は、部分的に、発行会社または保証会社の信用力に

対する投資家の一般的な評価の影響を受けると予想される。格付機関は発行会社または保証会社の格付
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けの引下げや取消を行い、または格下げの可能性ありとして「クレジット・ウォッチ」に指定されるこ

とがある。その結果、本外国指標連動証券および／または本受益権の価格の低下につながるおそれがあ

る。 

 

満期時または償還時の連動先指数の水準が、開始日時点の当該指数の水準を上回った場合でも、投資家

が受領する金額が本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の元本を割り込む場合がある 

 

本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の管理費用は、本外国指標連動証券の満期時または償還

時において投資家が受領する償還金額を減少させ、また管理費用および償還手数料は任意償還または期

限前償還において投資家が受領する償還金額を減少させるため、投資家が本外国指標連動証券の満期時

または償還時において少なくとも投資元本を受領するには、本外国指標連動証券および／または本受益

権の連動指標である本指数の数値が上昇する必要がある。償還価額の決定に際して管理費用は毎日計算

され参考終値から差し引かれるため、手数料の正味の影響は時間の経過とともに累積されていくもので

あり、本書に定められる所定の年率にて差し引かれる。したがって、本指数の水準が上昇しない場合も

しくは本外国指標連動証券および／もしくは本受益権の連動指標である本指数の水準の上昇が管理費用

（任意償還もしくは期限前償還の場合には、それに加え償還手数料）のマイナスの影響を相殺するのに

十分なものでない場合、または本外国指標連動証券および／もしくは本受益権の連動指標である本指数

の水準が低下した場合には、投資家が満期時または償還時において受領する金額が投資元本を下回り、

またはゼロになる可能性がある。 

 

本受益権の上場廃止その他本信託の終了事由が発生した場合に投資家が受領する金額は、本受益権の信

託財産である本外国指標連動証券の満期まで本受益権を保有していた場合に受領し得た金額よりも少な

い可能性がある 

 

本受益権の上場廃止その他本信託の終了事由が発生した場合、投資家は、残余財産として本外国指標連

動証券の償還価額相当額を受領することが予定されている。この場合に投資家が受領する金額は、本受

益権の信託財産である本外国指標連動証券の満期までに本受益権を保有していた場合に受領し得た金額

よりも少ない可能性がある。 

 

本受益権の市場価格と、本受益権の基準価額および本外国指標連動証券の償還価額の値動きは乖離する

可能性がある 

 

本受益権の市場価格は、市場での需給等に左右されるため、連動対象となる指標の値動きや本受益権の

基準価額および本外国指標連動証券の償還価額の値動きと乖離する可能性がある。なお、本受益権の基

準価額は、本受益権１口当たりの信託財産の評価額であり、本外国指標連動証券１券面の額面金額当た

りの償還価額を受益権付与率で除することにより算出される（小数点以下は切り上げる。）。 

 

本受益権に係る為替リスク 

 

本外国指標連動証券および／または本受益権は、米ドル建て指数である本指数を円換算したパフォーマ

ンスに連動しているため、為替相場の変動により影響を受ける。これにより、本受益権の価額が、投資

元本を割り込むことがある。 
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投資家は本受益権の信託財産である本外国指標連動証券に関して利息の支払を受けるものではなく、本

指数に含まれる契約に関していかなる権利も有さない 

 

投資家は、本受益権の信託財産である本外国指標連動証券に関して定期的な利息の支払を受けない。投

資家は、本外国指標連動証券および／または本受益権の連動指標である本指数に含まれる指数構成銘柄

に投資している投資家であれば有する権利を有さない。 

 

本外国指標連動証券および／または本受益権の時価は、多数の予測不能な要因の影響を受けるおそれが

ある 

 

本外国指標連動証券および／または本受益権の時価は、購入日以降、変動するおそれがある。また投資

家は、本受益権を市場で売却した場合には多額の損失を被るおそれがある。発行会社は、一般にどの要

因よりも本外国指標連動証券および／または本受益権の時価に影響を及ぼすのは、連動先指数の構成銘

柄および本指数自体の価値であると考えている。複数のその他の要因（その多くは発行会社のコント

ロールが及ばないものである。）が本外国指標連動証券および／または本受益権の時価に影響を及ぼす

こととなる。本外国指標連動証券および／または本受益権の時価に影響を及ぼす主な要因としては、以

下が挙げられる。 

・連動先指数の水準 

・本受益権の市場における需給状態（本受益権のマーケット・メーカーにおける在庫ポジションを含

む。） 

・本外国指標連動証券の満期までの残存期間 

・金利 

・認識されている発行会社または保証会社の信用力 

・上場および店頭取引の株式デリバティブ市場における需給状態 

・同じ連動先指数を対象とする仕組商品市場における需給状態およびヘッジ活動 

これらの要因は複雑な形で相互に関係している場合があり、一つの要因が本外国指標連動証券および／

または本受益権の時価に及ぼす影響によって別の要因の影響が相殺されたり、または別の要因の影響が

拡大する場合がある。 

 

本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の期限前償還または消却 

 

本外国指標連動証券は、調整事由の発生、債務不履行事由の発生または発行会社による本外国指標連動

証券に基づく債務の履行の全部もしくは一部が違法になったかもしくは物理的に実行不可能になった場

合その他の要因により、期限前償還金額の支払をすることにより期限前償還される可能性がある。かか

る期限前償還金額は、いかなる場合であっても、本外国指標連動証券の償還または消却に関連して発行

会社によりまたは発行会社に代わって負担された（または負担される予定の）一切の費用、損失および

経費（もしあれば）（ヘッジ解約費用を含み、これらに限定されない。）が差し引かれる。かかる費用、

損失および経費は、本外国指標連動証券の所持人が償還または消却時に受領する金額を減少させ、期限

前償還金額をゼロまで減少させる可能性がある。発行会社は、何らかの、または特定の方法でヘッジ取

引を行う義務を負っておらず、費用、損失および経費が最低限となる（または最低限となることが期待

される）方法でヘッジ取引を行うことを要求されない。 
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インデックス・スポンサーの方針、ならびに連動先指数の構成および評価に影響を及ぼす変更は、本外

国指標連動証券および／または本受益権に対して支払われる金額ならびにその時価に影響を及ぼすおそ

れがある 

 

連動先指数の水準の計算に関するインデックス・スポンサーの方針、ならびに連動先指数の構成および

評価に影響を及ぼす変更が連動先指数にどのように反映されるかは、連動先指数の数値、ひいては満期

時または償還時に本外国指標連動証券および／または本受益権に対して支払われる金額ならびに満期前

の本外国指標連動証券および／または本受益権の時価に影響するおそれがある。 

 

最終評価日において市場混乱事由が発生しておりまたは存在する場合には、償還価額の決定が延期され

ることがある 

 

最終評価日における本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の償還価額の決定は、計算代理人が、

かかる最終評価日において市場混乱事由が発生しているかまたは存在していると判断した場合には、こ

れを延期することができる。ただし、決定が延期されたにもかかわらず、延期後の日においても市場混

乱事由が発生しているかまたは存在している場合には、計算代理人は、かかる日において、市場環境を

考慮した上で償還価額を決定することができる。 

 

本指数に関する過去の水準は、本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の満期までの期間中の、

本指数の将来のパフォーマンスを示すと解釈すべきではない 

 

本外国指標連動証券および／または本受益権の連動指標である本指数が将来上昇するかまたは下落する

かを正確に予想することは不可能である。本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の満期までの

期間中の本指数の実際のパフォーマンス、および満期時または償還時に支払われる金額は、本指数の過

去の水準とは関係していない。 

 

本外国指標連動証券および／または本受益権に関する市場の流動性は、時間の経過とともに大幅に変化

する可能性がある 

 

本外国指標連動証券および／または本受益権の数量または額面総額は、本外国指標連動証券の任意償還、

期限前償還および／または本受益権の転換によりいつでも減少する可能性がある。したがって、本受益

権の市場の流動性は、本外国指標連動証券および／または本受益権の満期までの期間中に大幅に変化す

る可能性がある。 

 

投資家と計算代理人および販売会社との間に利益相反の可能性が存在する 

 

本外国指標連動証券に関してノムラ・インターナショナル・ピーエルシーが計算代理人を務めている。

計算代理人は、とりわけ、その満期時または償還時に本外国指標連動証券に関して投資家に支払われる

償還価額を決定する。 

 

本指数のインデックス・スポンサーが本指数の算出または公表を中止または一時停止した場合、本外国

指標連動証券および／または本受益権の時価を決定することが難しくなる可能性がある。これらの事象

が発生した場合、または本指数の数値が市場混乱事由その他の理由により入手もしくは算出できない場
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合には、計算代理人は、その単独の裁量により本指数の数値を誠実に見積もることを要求される場合が

ある。 

 

計算代理人は、その職務を履行する際、自身で判断を行う。例えば、計算代理人は、評価日（最終評価

日を含む。）において、本指数に影響する市場混乱事由が発生または存在しているか否かを決定しなけ

ればならない場合がある。この判断は結局、その事由によって、スワップ・カウンターパーティのヘッ

ジ・ポジションを解約する能力が著しく阻害されることとなったか否かについての計算代理人の判断に

かかっている。これらの計算代理人による判断は、本外国指標連動証券および／または本受益権の時価

に影響するおそれがあるため、計算代理人がそのような判断を行う必要がある場合、計算代理人は相反

する利益を有する可能性がある。 

 

また、本受益権の販売会社である野村證券株式会社（以下「野村證券」という。）は本指数のインデッ

クス・スポンサーであり、当該指数の値の算出および公表を行う。したがって、当該指数の構成および

運用に潜在的な利益相反が存在する、または野村證券およびその関連会社等による通常の業務の過程に

おいて潜在的な利益相反が存在する可能性がある。野村證券およびその関連会社等は、通常の業務の一

環として、当該指数およびその構成要素に連動する金融商品の売買、販売および販売促進を行う可能性

がある。 
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＜NEXT NOTES 日本株配当貴族（ドルヘッジ、ネットリターン）ETNおよびNEXT NOTES 東証REIT（ドル

ヘッジ、ネットリターン）ETNに関する情報＞ 

 

本外国指標連動証券の概要 

 

１ 利息 

本外国指標連動証券には利息は付されない。 

 

２ 償還および買入 

(a) 満期償還 

以下の規定に従い期限前に償還または買入消却されない限り、各本外国指標連動証券は、NEFに

より、2036年11月６日（以下「満期償還日」という。）に、額面金額１万円につき、以下の算式に

従って算出される金額（０円以上の金額とし、以下「満期償還額」という。）により償還される。 

10,000円 × 
最終評価日における償還価額 

IL0 

 

最終評価日（下記「(c) 用語の定義」に定義する。）またはその直後に、計算代理人（下記

「12 その他 (3) 代理契約」に定義する。）は、NEFおよび代理人（下記「12 その他 (3) 代

理契約」に定義する。）に対して、満期償還日における満期償還額を書面で通知するものとする。

代理人は、下記「９ 通知」に従い、NEFを代理して、本外国指標連動証券の所持人に対して速やか

に同様の内容を通知する。 

 

(b) 早期償還 

上記「(a) 満期償還」にかかわらず、早期償還決定期間（下記「(c) 用語の定義」に定義す

る。）中のいずれかの日に償還価額が０以下となった場合（かかる日を、以下「早期終了日」とい

う。）、本外国指標連動証券は、早期終了日の10営業日後の日に０円で自動的に償還される。疑義

を避けるため付言すれば、本外国指標連動証券の所持人に対しては、償還金額は支払われないもの

とする。 

 

(c) 用語の定義 

本書において、以下の用語は、以下の意味を有する。 

「インデックス・ 

 スポンサー」とは、 

 本指数に関連して、(ⅰ)かかる本指数に関連するルールおよび手続ならびに計算

方法および調整方法（もしあれば）を設定および検討する責任を有し、また(ⅱ)

各予定取引所営業日に（直接またはその代理人を通じて）かかる本指数の水準を

定期的に公表する会社またはその他の事業体をいう。 

「営業日」とは、  東京、ニューヨークおよびロンドンにおいて、商業銀行および外国為替市場が、

支払の決済を行い、通常の業務（外国為替取引および外貨預金取引を含む。）を

営んでいる日をいう。 

「管理費用」とは、  0.85％（＝0.0085）をいう。 

「関連取引所」とは、  計算代理人が、その単独かつ完全な裁量により、本外国指標連動証券に関して重

要であると判断する、本指数に関連する先物取引またはオプション取引が行われ

る取引所または相場システムをいう。 

「規定通貨」とは、  日本円をいう。 
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「最終評価日」とは、  満期償還日の10営業日前の日をいう。 

S&P/JPX 配当貴族指数（米ドルヘッジ、課税後配当込み）連動債の場合： 

(ⅰ)償還価額を算出するために使用されるS&P/JPX 配当貴族指数（米ドルヘッ

ジ、課税後配当込み）の決定にあたり、かかる日が予定取引所営業日ではないか

または障害日の場合、S&P/JPX 配当貴族指数（米ドルヘッジ、課税後配当込み）

は、障害日でない翌予定取引所営業日において情報配信ソースに表示される終値

を用いて決定されるものとする。S&P/JPX 配当貴族指数（米ドルヘッジ、課税後

配当込み）が最終評価日の８予定取引所営業日後の日までに決定されない場合、

計算代理人は、その単独かつ完全な裁量により決定したS&P/JPX 配当貴族指数

（米ドルヘッジ、課税後配当込み）を用いて、最終評価日における償還価額を決

定するものとする。 

  (ⅱ)償還価額を算出するために使用される適用為替レートの決定にあたり、かか

る日に適用為替レートが情報配信ソースに表示されない場合、適用為替レート

は、かかる日の後に当該情報配信ソースに最初に表示されるレートを用いて決定

されるものとする。適用為替レートが最終評価日の８営業日後の日までに決定さ

れない場合、計算代理人は、その単独かつ完全な裁量により決定した適用為替

レートを用いて、最終評価日における償還価額を決定するものとする。 

  税引後配当込東証REIT米ドルヘッジ指数連動債の場合： 

(ⅰ)償還価額を算出するために使用される税引後配当込東証REIT米ドルヘッジ指

数の決定にあたり、かかる日が予定取引所営業日ではないかまたは障害日の場

合、税引後配当込東証REIT米ドルヘッジ指数は、障害日でない翌予定取引所営業

日において情報配信ソースに表示される終値を用いて決定されるものとする。税

引後配当込東証REIT米ドルヘッジ指数が最終評価日の８予定取引所営業日後の日

までに決定されない場合、計算代理人は、その単独かつ完全な裁量により決定し

た税引後配当込東証REIT米ドルヘッジ指数を用いて、最終評価日における償還価

額を決定するものとする。 

  (ⅱ)償還価額を算出するために使用される適用為替レートの決定にあたり、かか

る日に適用為替レートが情報配信ソースに表示されない場合、適用為替レート

は、かかる日の後に当該情報配信ソースに最初に表示されるレートを用いて決定

されるものとする。適用為替レートが最終評価日の８営業日後の日までに決定さ

れない場合、計算代理人は、その単独かつ完全な裁量により決定した適用為替

レートを用いて、最終評価日における償還価額を決定するものとする。 

「参照通貨」とは、  日本円および／または米ドルをいう。 

「市場混乱事由」とは、  取引障害または取引所障害で、計算代理人が重大であると判断するものが、評価

時刻までの１時間の間のいずれかの時点で、発生もしくは存在していること、ま

たは早期終了をいう。本指数に関し市場混乱事由の存在の有無を判断するにあた

り、いずれかの時に本指数に含まれる有価証券に関して市場混乱事由が発生した

場合には、当該有価証券の本指数の水準への寄与の割合は、市場混乱事由の発生

直前における(x)当該有価証券に起因する本指数の水準の部分と(y)本指数の水準

全体との比較に基づくものとする。 

   「取引障害」とは、(ⅰ)本取引所における本指数の水準の20％以上を構成する

有価証券に関連する取引に関し、または(ⅱ)関連取引所における本指数に関する

先物取引もしくはオプション取引につき、本取引所、関連取引所もしくはその他

が許容する制限を超える変動を理由として、本取引所もしくは関連取引所により

課せられた取引の停止または制限をいう。 

 「取引所障害」とは、市場参加者が、一般的に、(ⅰ)本取引所における本指数

の水準の20％以上を構成する有価証券の取引を実行し、もしくはその時価を取得

する機能を失いもしくは毀損し、または(ⅱ)関連取引所における本指数に関する
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先物取引もしくはオプション取引を実行し、もしくはその時価を取得する機能を

失い、もしくは毀損すると計算代理人によって決定される事由（早期終了を除

く。）をいう。 

   「早期終了」とは、本取引所または関連取引所の取引所営業日における予定終

了時刻前の取引終了をいう。ただし、かかる早期終了時刻について、(ⅰ)かかる

取引所営業日の本取引所または関連取引所の通常取引時間の実際の終了時刻と

(ⅱ)かかる取引所営業日の実際の終了時刻における執行のために本取引所または

関連取引所のシステムに入れられる注文の提出締切時刻のいずれか早い方の１時

間前までに本取引所または関連取引所が発表している場合を除く。 

「障害日」とは、  本取引所または関連取引所がその通常の取引時間に取引を行うことができないか

（関連取引所の場合、計算代理人が重大であると判断するもの）、または市場混

乱事由が生じている予定取引所営業日をいう。計算代理人は、NEFおよび代理人

に対し、その状況下で実務上可能な限り速やかに、障害日でなければ取引所営業

日であった日に、障害日の発生について通知する。 

「早期償還決定期間」 

とは、 

 S&P/JPX 配当貴族指数（米ドルヘッジ、課税後配当込み）連動債の場合： 

当初評価日（当日を除く。）から最終評価日（当日を除く。）までの期間をい

う。 

  (ⅰ)償還価額を算出するために使用されるS&P/JPX 配当貴族指数（米ドルヘッ

ジ、課税後配当込み）を決定するにあたり、早期償還決定期間のいずれかの日が

予定取引所営業日でないかまたは障害日の場合、計算代理人は、かかる日の直前

に情報配信ソースに最後に表示されたS&P/JPX 配当貴族指数（米ドルヘッジ、課

税後配当込み）を用いて、またはその単独かつ完全な裁量により、かかる日にお

ける償還価額を決定するものとする。 

  (ⅱ)償還価額を算出するために使用される適用為替レートを決定するにあたり、

早期償還決定期間のいずれかの日に適用為替レートが情報配信ソースに表示され

ない場合、計算代理人は、かかる日の直前に当該情報配信ソースにおいて最後に

表示された適用為替レートを用いて、またはその単独かつ完全な裁量により、か

かる日における償還価額を決定するものとする。 

税引後配当込東証REIT米ドルヘッジ指数連動債の場合： 

当初評価日（当日を除く。）から最終評価日（当日を除く。）までの期間をい

う。 

  (ⅰ)償還価額を算出するために使用される税引後配当込東証REIT米ドルヘッジ指

数を決定するにあたり、早期償還決定期間のいずれかの日が予定取引所営業日で

ないかまたは障害日の場合、計算代理人は、かかる日の直前に情報配信ソースに

最後に表示された税引後配当込東証REIT米ドルヘッジ指数を用いて、またはその

単独かつ完全な裁量により、かかる日における償還価額を決定するものとする。 

  (ⅱ)償還価額を算出するために使用される適用為替レートを決定するにあたり、

早期償還決定期間のいずれかの日に適用為替レートが情報配信ソースに表示され

ない場合、計算代理人は、かかる日の直前に当該情報配信ソースにおいて最後に

表示された適用為替レートを用いて、またはその単独かつ完全な裁量により、か

かる日における償還価額を決定するものとする。 

「通貨関連障害」とは、  以下の(ⅰ)または(ⅱ)のいずれかをいう。 

(ⅰ)計算代理人がその単独の裁量により判断するところにより、NEFもしくはそ

の関連会社またはノミニーもしくはヘッジ・カウンターパーティーが、下記の参

照通貨に関する事項を行うことを、直接または間接に妨げるかまたは遅延させる

効力を有する事由が発生および／または存在していること。 

(a)慣習的な正規のチャネルを通じて、参照通貨と規定通貨を交換すること。 

(b)参照通貨の流通域内に所在する国内機関の為替レートと少なくとも同程度
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に有利な為替レートで参照通貨と規定通貨を交換すること。 

(c)規定通貨を参照通貨の流通域内における口座から参照通貨の流通域外の口

座に送金すること。 

(d)参照通貨の流通域内の口座間でまたは参照通貨の流通域内の非居住者であ

る当事者に参照通貨を送金すること。 

(e)規定通貨におけるその対象となるヘッジの価値を効果的に認識すること。 

(ⅱ)参照通貨の流通域内における政府その他の当局が、本外国指標連動証券に関

するポジションをヘッジするNEFの能力に重大な影響を与えるかまたはかかる

ヘッジを解消させる可能性があると計算代理人が誠実に判断する資本的な規制を

課す予定があることを公表したこと。 

参照通貨および規定通貨がいずれも日本円の場合、通貨関連障害に係る規定は適

用されないものとする。 

「当初評価日」とは、  2016年11月29日をいう。 

S&P/JPX 配当貴族指数（米ドルヘッジ、課税後配当込み）連動債の場合： 

(ⅰ)償還価額を算出するために使用されるS&P/JPX 配当貴族指数（米ドルヘッ

ジ、課税後配当込み）の決定にあたり、かかる日が予定取引所営業日ではないか

または障害日の場合、計算代理人は、かかる日の直前に情報配信ソースに最後に

表示されたS&P/JPX 配当貴族指数（米ドルヘッジ、課税後配当込み）を用いて、

またはその単独かつ完全な裁量により、当初評価日における償還価額を決定する

ものとする。 

(ⅱ)償還価額を算出するために使用される適用為替レートの決定にあたり、かか

る日に適用為替レートが情報配信ソースに表示されない場合、計算代理人は、か

かる日の直前に当該情報配信ソースにおいて最後に表示された適用為替レートを

用いて、またはその単独かつ完全な裁量により、当初評価日における償還価額を

決定するものとする。 

税引後配当込東証REIT米ドルヘッジ指数連動債の場合： 

(ⅰ)償還価額を算出するために使用される税引後配当込東証REIT米ドルヘッジ指

数の決定にあたり、かかる日が予定取引所営業日ではないかまたは障害日の場

合、計算代理人は、かかる日の直前に情報配信ソースに最後に表示された税引後

配当込東証REIT米ドルヘッジ指数を用いて、またはその単独かつ完全な裁量によ

り、当初評価日における償還価額を決定するものとする。 

(ⅱ)償還価額を算出するために使用される適用為替レートの決定にあたり、かか

る日に適用為替レートが情報配信ソースに表示されない場合、計算代理人は、か

かる日の直前に当該情報配信ソースにおいて最後に表示された適用為替レートを

用いて、またはその単独かつ完全な裁量により、当初評価日における償還価額を

決定するものとする。 

「取引所営業日」とは、  本取引所または関連取引所が予定終了時刻よりも早く終了するか否かにかかわら

ず、それぞれの通常の取引時間において取引が行われるために本取引所および関

連取引所が営業を行っている予定取引所営業日をいう。 

「取引日」とは、  2016年11月10日をいう。 

「評価時刻」とは、  本取引所における予定終了時刻をいう。ただし、本取引所が予定終了時刻より早

く終了した場合、評価時刻は実際の終了時刻とする。 

「ヘッジ・カウンター 

 パーティー」とは、 

 NEFの関連会社、関係会社もしくはNEFが支配する会社、またはNEFもしくはその

関連会社もしくはノミニーがヘッジ取引を締結している会社を含む（ただし、こ

れらに限られない）あらゆる法域の当事者をいう。 

「ヘッジコストの増加」 

とは、 

 NEFおよび／またはその関連会社が、(ⅰ)本外国指標連動証券の発行および本外

国指標連動証券に基づく義務の履行に係る株価もしくはその他の価格に関する

NEFのリスクをヘッジするために必要と判断した取引もしくは資産の取得、設
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定、再設定、代替、維持、解約もしくは処分を行うため、または(ⅱ)かかる取引

もしくは資産からの収益の実現、回収もしくは送金を行うために（取引日現在の

状況と比較して）著しく増加した租税、賦課金、費用または手数料（仲介手数料

を除く。）を負担する場合をいう。ただし、かかる著しい増加額が、NEFおよび

／またはその関連会社の信用力の低下のみに起因する場合、ヘッジコストの増加

とはみなされない。 

「ヘッジ障害」とは、  NEFおよび／またはその関連会社が商業上合理的な努力を行ったにもかかわら

ず、(ⅰ)本外国指標連動証券の発行および本外国指標連動証券に基づく義務の履

行に係る株価もしくはその他の価格に関するNEFのリスクをヘッジするために必

要と判断した取引もしくは資産の取得、設定、再設定、代替、維持、解約もしく

は処分を行うことが不可能である場合、または(ⅱ)かかる取引もしくは資産から

の収益の実現、回収もしくは送金を行うことが不可能である場合をいう。 

「ヘッジ取引」とは、  NEF、その関連会社またはノミニーが、本外国指標連動証券に基づくNEFの義務の

負担および履行を個別にまたはポートフォリオベースでヘッジするために行う

(ⅰ)有価証券、オプション、先物、デリバティブもしくは外国為替に関するポジ

ションもしくは契約、(ⅱ)株式等貸借取引または(ⅲ)その他の商品もしくは取引

（その表示方法を問わない。）の１つまたは複数の購入、売却、締結または維持

をいう。 

「ヘッジ・ポジション」 

とは、 

 NEFおよび／またはその関連会社が、本外国指標連動証券を個別にまたはポート

フォリオベースでヘッジするために行う(ⅰ)有価証券、オプション、先物、デリ

バティブもしくは外国為替に関するポジションもしくは契約、(ⅱ)株式等貸借取

引または(ⅲ)その他の商品もしくは取引（その表示方法を問わない。）の１つま

たは複数の購入、売却、締結または維持をいう。 

「法令変更」とは、  取引日以降、(ⅰ)適用法令（税法を含むが、これらに限られない。）の採択もし

くは変更により、または(ⅱ)正当な管轄権を有する裁判所、法廷もしくは規制当

局による適用法令の解釈の公表もしくは変更（税務当局が講じた一切の措置を含

む。）により、計算代理人が、(a)NEFおよび／もしくはその関連会社がヘッジ・

ポジションを維持、取得もしくは処分することが違法となったか、または(b)本

外国指標連動証券に基づく義務を履行するためにNEFおよび／もしくはその関連

会社が負担する費用が著しく増加することになる（NEFおよび／もしくはその関

連会社の租税債務の増加、税制上の優遇措置の減少もしくは課税状況に不利なそ

の他の影響による場合を含むが、これらに限られない。）と判断する場合をい

う。 

「本指数」とは、  S&P/JPX 配当貴族指数（米ドルヘッジ、課税後配当込み）連動債の場合： 

S&P/JPX 配当貴族指数（米ドルヘッジ、課税後配当込み）（S&P/JPX Dividend 

Aristocrats Index USD Hedged NTR）をいう。 

税引後配当込東証REIT米ドルヘッジ指数連動債の場合： 

税引後配当込東証REIT米ドルヘッジ指数（Tokyo Stock Exchange REIT Net 

Total Return US Dollar Hedged Index）をいう。 

「本取引所」とは、  株式会社東京証券取引所をいい、その承継取引所を含むものとする。 

「予定取引所営業日」 

とは、 

 本取引所および関連取引所のいずれもが通常取引時間での取引を行う予定の日を

いう。 

「予定終了時刻」とは、  本取引所または関連取引所および予定取引所営業日に関し、かかる予定取引所営

業日の本取引所または関連取引所の平日の予定終了時刻をいう。時間外または通

常時間外の他の取引は考慮しない。 

「FX[t]」または「適用為替 

 レート」とは、 

 計算代理人が決定した日の午後４時（ロンドン時間）頃にトムソン・ロイター・

インフォメーション・サービシズ（Thomson Reuters Information Services）の

「WMRSPOT12」のページの「Japanese Yen」の欄または計算代理人が決定する後
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継もしくは代替のページもしくは情報配信ソースに表示される日本円／米ドルの

為替相場の仲値（１米ドル当たりの日本円の値として表示される。）をいう。 

「FX[0]」とは、  当初評価日における適用為替レートをいう。 

「ILt」または「償還価額」 

とは、 

 当初評価日（当日を含む。）から最終評価日（当日を含む。）までの期間のいず

れかの暦日（t）において、以下の算式により計算代理人が決定する値をいう。 

  S&P/JPX 配当貴族指数（米ドルヘッジ、課税後配当込み）連動債の場合： 

  
ILt = ILt-1 × 

(SPJXDHUN[t]×FX[t]) 
× (1 - 管理費用 × 

1 
) 

(SPJXDHUN[t-1]×FX[t-1]) 365 

   

  税引後配当込東証REIT米ドルヘッジ指数連動債の場合： 

  
ILt = ILt-1 × 

(TSERTNUH[t]×FX[t]) 
× (1 - 管理費用 × 

1 
) 

(TSERTNUH[t-1]×FX[t-1]) 365 

   

「IL0」とは、  100をいう。 

「SPJXDHUN[t]」または 

「S&P/JPX 配当貴族指数 

 （米ドルヘッジ、 

 課税後配当込み）」とは、 

 ブルームバーグの「SPJXDHUN Index」のページまたは計算代理人が決定する後

継もしくは代替のページもしくは情報配信ソースに表示される、いずれかの日

のS&P/JPX 配当貴族指数（米ドルヘッジ、課税後配当込み）の終値をいう。 

「SPJXDHUN[0]」とは、  当初評価日におけるS&P/JPX 配当貴族指数（米ドルヘッジ、課税後配当込み）

をいう。 

「t」とは、  当初評価日（当日を含む。）から最終評価日（当日を含む。）までの連続する

各暦日の数字を表し、当初評価日の場合には０を意味し、当初評価日後の第１

暦日目の日の場合には１を意味し、第２暦日目の日の場合には２を意味し、以

降同様とする。 

「TSERTNUH[t]」または 

「税引後配当込東証REIT 

 米ドルヘッジ指数」とは、 

 ブルームバーグの「TSERTNUH Index」のページまたは計算代理人が決定する後

継もしくは代替のページもしくは情報配信ソースに表示される、いずれかの日

の税引後配当込東証REIT米ドルヘッジ指数の終値をいう。 

「TSERTNUH[0]」とは、  当初評価日における税引後配当込東証REIT米ドルヘッジ指数をいう。 

 

(d) 本指数の調整 

(イ)承継指数 

本指数が(ⅰ)インデックス・スポンサーにより算出および公表されないが、計算代理人に受入

れ可能な後継のスポンサーにより算出および公表される場合または(ⅱ)本指数の計算に用いられ

るものと同一もしくは実質的に同様であると計算代理人が判断する算式および計算方法を用いて

承継の指数に置き換えられる場合、かかる指数（以下「承継指数」という。）は本指数とみなさ

れる。 

(ロ)調整事由 

(ⅰ)インデックス・スポンサーが本指数の算式もしくは計算方法につき著しい変更を行う旨を

公表するかもしくはその他の方法により本指数を著しく修正する場合（構成銘柄および資本構成

ならびにその他の慣例的事由に変更が生じた場合に本指数を維持するために行われる算式もしく

は方法の修正を除き、以下「本指数の修正」という。）、もしくは本指数を恒久的に取消し、承

継指数が存在しない場合（以下「本指数の取消し」という。）、(ⅱ)インデックス・スポンサー

が本指数の算出および公表を行わない場合（本指数の修正および本指数の取消しとあわせて以下

「指数調整事由」という。）、または(ⅲ) 計算代理人が、その単独の裁量により、法令変更、

ヘッジ障害、ヘッジコストの増加もしくは通貨関連障害（以下それぞれを「追加障害事由」とい
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う。）が生じたと判断した場合、NEFは、その単独の裁量により、下記(あ)または(い)に記載す

る行為を行うことができる。 

(あ) 計算代理人に対して、満期償還額および／または本外国指標連動証券のその他の条件に

ついて、調整事由（以下に定義する。）に対応するための相応な調整（もしあれば）を行

い、かかる調整の発効日を決定するように要求する。 

(い) 下記「９ 通知」に従い本外国指標連動証券の所持人に対して通知を行うことにより、本

外国指標連動証券を償還する。本外国指標連動証券が償還される場合、NEFは、下記「９ 

通知」に従い本外国指標連動証券の所持人に対して通知された日に、各本外国指標連動証

券の所持人に対して期限前償還金額（下記「(f) 税制変更による繰上償還」に定義する。）

を支払うものとする。 

「調整事由」とは、指数調整事由または追加障害事由をいう。 

(ハ)指数の訂正 

インデックス・スポンサーにより公表され、本外国指標連動証券に関する何らかの計算または

判定に用いられた指数の水準が、その後訂正され、本指数の水準に関連して決定された金額およ

び／または利率の訂正を要する場合であって、その本指数の水準の訂正が当初の公表日から１取

引所営業日以内にインデックス・スポンサーによって公表された場合（ただし、いかなる状況に

おいても関連する支払期日以前に限る。）、計算代理人は、(ⅰ)かかる訂正、(ⅱ)計算代理人に

より算出されるかかる訂正により発生する支払額および(ⅲ)かかる訂正により生じる本外国指標

連動証券の条件への必要な範囲内の調整を、かかる訂正が公表された後可及的速やかにNEFおよ

び代理人に通知するものとする。 

 

＜免責事項＞ 

S&P/JPX 配当貴族指数（米ドルヘッジ、課税後配当込み）連動債の場合： 

S&P／JPX配当貴族指数（米ドルヘッジ、課税後配当込み）（以下本項において「当指数」とい

う。）はS&P Dow Jones Indices LLC（以下本項において「SPDJI」という。）、株式会社日本取引

所グループ（以下本項において「JPX」という。）および株式会社ＪＰＸ総研（以下本項において

「ＪＰＸ総研」という。）の商品であり、これを利用するライセンスが野村證券株式会社に付与さ

れている。Standard & Poor’sⓇおよびS&PⓇはStandard & Poor’s Financial Services LLC（以

下本項において「S&P」という。）の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings 

LLC（以下本項において「Dow Jones」という。）の登録商標であり、これらの商標を利用するライ

センスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが野村證券株式会社にそれぞれ付

与されている。JPXⓇはJPXの登録商標であり、これを利用するライセンスがSPDJIに、特定目的で

の利用を許諾するサブライセンスが野村證券株式会社に付与されている。TOPIXの指数値および

TOPIXの商標は、ＪＰＸ総研の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに

関するすべての権利・ノウハウおよびTOPIXの商標に関するすべての権利はＪＰＸ総研が有する。

本外国指標連動証券は、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたは／もしくはそれぞれの関連会社、JPXまたは

ＪＰＸ総研によって支援、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者の

いずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当指数の誤り、欠落、ま

たは中断に対して一切の責任も負わない。 

 

税引後配当込東証REIT米ドルヘッジ指数連動債の場合： 

(ⅰ)税引後配当込東証REIT米ドルヘッジ指数の指数値および税引後配当込東証REIT米ドルヘッ

ジ指数に係る標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社
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（以下本項において「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、

利用など税引後配当込東証REIT米ドルヘッジ指数に関するすべての権利・ノウハウおよび税

引後配当込東証REIT米ドルヘッジ指数に係る標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸ

が有する。 

(ⅱ)ＪＰＸは、税引後配当込東証REIT米ドルヘッジ指数の指数値の算出もしくは公表の方法の

変更、税引後配当込東証REIT米ドルヘッジ指数の指数値の算出もしくは公表の停止または税

引後配当込東証REIT米ドルヘッジ指数に係る標章もしくは商標の変更もしくは使用の停止を

行うことができる。 

(ⅲ)ＪＰＸは、税引後配当込東証REIT米ドルヘッジ指数の指数値および税引後配当込東証REIT

米ドルヘッジ指数に係る標章または商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の税引

後配当込東証REIT米ドルヘッジ指数の指数値について、何ら保証、言及をするものではない。 

(ⅳ)ＪＰＸは、税引後配当込東証REIT米ドルヘッジ指数の指数値およびそこに含まれるデータ

の正確性、完全性を保証するものではない。また、ＪＰＸは、税引後配当込東証REIT米ドル

ヘッジ指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負わない。 

(ⅴ)NEXT NOTES 東証REIT（ドルヘッジ、ネットリターン）ETNは、ＪＰＸにより提供、保証ま

たは販売されるものではない。 

(ⅵ)ＪＰＸは、NEXT NOTES 東証REIT（ドルヘッジ、ネットリターン）ETN の購入者または公衆

に対し、NEXT NOTES 東証REIT（ドルヘッジ、ネットリターン）ETNの説明または投資のアド

バイスをする義務を負わない。 

(ⅶ)ＪＰＸは、当社またはNEXT NOTES 東証REIT（ドルヘッジ、ネットリターン）ETNの購入者

のニーズを税引後配当込東証REIT米ドルヘッジ指数の指数値を算出する銘柄構成および計算

に考慮するものではない。 

(ⅷ)以上の項目に限らず、ＪＰＸはNEXT NOTES 東証REIT（ドルヘッジ、ネットリターン）ETN

の設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても責任を有しない。 

 

(e) 本外国指標連動証券の所持人の選択による償還 

本外国指標連動証券の所持人が、下記「９ 通知」に従い、所持人の選択による償還日（以下に

定義する。）に先立つ15日以上30日以内の事前の通知をNEFに対して行った場合、NEFは、所持人の

選択による償還日に、本外国指標連動証券を所持人の選択による償還額（以下に定義する。）によ

り償還しなければならない。ただし、かかる本外国指標連動証券の所持人による償還請求は、額面

金額２億円以上１万円単位の本外国指標連動証券に関するものに限り、行うことができる。 

「所持人の選択による償還日」とは、発行日（当日を含む。）から満期償還日（当日を含まな

い。）までの、各営業日をいう。本外国指標連動証券の額面金額当たりの「所持人の選択による償

還額」とは、計算代理人がその単独の裁量により商業上合理的な方法で決定する、通知がなされた

日現在の本外国指標連動証券の額面金額の公正な経済価値に相当する金額から、NEFが負担した対

象となる関連ヘッジ取引の解消に係る費用を控除した円貨額をいう。 

本外国指標連動証券の所持人による上記の通知は、取消不能とする。ただし、所持人の選択に

よる償還日より前に債務不履行事由（下記「６ 債務不履行事由」に定義する。）が発生し、かつ

継続している場合、本外国指標連動証券の所持人は、NEFに通知することにより、上記の通知を取

り消すことができ、下記「６ 債務不履行事由」に従い本外国指標連動証券の期限の利益を喪失さ

せ、直ちに支払われるべき旨を宣言することを選択することができる。 
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(f) 税制変更による繰上償還 

NEFは、下記の場合において、その選択により随時、下記「９ 通知」に従い30日以上60日以内

の（取消不能の）通知を本外国指標連動証券の所持人に対して行うことにより本外国指標連動証

券の全部（一部は不可）を償還することができる。 

(ⅰ) NEF（または保証状（下記「４ 本外国指標連動証券の地位および保証 (b) 本外国指標連動

証券の保証」に定義する。）に基づく支払が要求された場合には保証会社）が、本外国指標連

動証券の当初の発行日以後に効力が発生する、オランダもしくは（場合により）日本もしくは

その行政区画もしくは課税当局の法律もしくは規則の変更もしくは修正により、またはかかる

法律もしくは規則の適用もしくは公的な解釈の変更により、本外国指標連動証券に基づく次回

の支払期日において、下記「８ 課税上の取扱い」に規定する追加額の支払義務が生じたかもし

くは生じうる場合、またはそれぞれの場合において当該支払に関する金額をオランダもしくは

（場合により）日本の課税当局に報告する義務が生じたかもしくは生じうる場合であり、 

(ⅱ) NEF（または保証会社）が利用可能な合理的な手段を講じることによっても、かかる義務を

回避することができない場合。 

ただし、かかる償還の通知は、本外国指標連動証券（または場合により保証状）について支払

期限が到来した場合、NEF（または保証会社）のかかる追加額の支払義務または上述の課税当局に

対し報告義務のある支払を行う義務が生じる最初の日の90日以前は行われないものとする。 

本号に基づく償還の通知に先立ち、NEFは代理人に対し、その所定の事務所において本外国指標

連動証券の所持人の閲覧に供するため、NEFがかかる償還を行う権利を有している旨およびNEFが

償還を行う権利の前提条件を示す事実が発生した旨を記載した、NEFの取締役１名（または保証会

社の代表執行役）の署名ある証明書、およびNEF（または保証会社）が、かかる変更または修正に

よりかかる追加額の支払義務または上述の課税当局に対する報告義務を負っており、または今後

負うこととなる旨の定評ある独立の法律顧問による法律意見書を交付する。 

本号に従い償還される各本外国指標連動証券は、期限前償還金額により償還される。「期限前

償還金額」とは、計算代理人が本指数の動向および必要とみなすその他の要素を考慮し、誠実に

かつ商業上合理的な方法で決定する各本外国指標連動証券の公正な市場価格と等しい金額から、

かかる期限前償還に関連してNEFが負担した対象となる関連ヘッジ取引の解消に係る費用を含む

（ただし、これらに限られない。）費用を控除した金額をいう。 

上記「(b) 早期償還」、上記「(e) 本外国指標連動証券の所持人の選択による償還」、本号、

次号および下記「６ 債務不履行事由」に別段の定めがある場合を除き、本外国指標連動証券を満

期償還日より前に償還することはできない。 

 

(g) 規制事由による償還 

NEFは、適用ある法令または規則の変更の結果、本外国指標連動証券が未償還であることのみを

理由として、NEFが追加的な法域もしくは規制当局の規制に服することを要求された場合、または

NEFが重大な負担になるとみなす追加的な法律要件もしくは規制に服することとなった、もしくは

今後服することとなる場合、その選択により随時、下記「９ 通知」に従い30日以上60日以内の

（取消不能の）通知を本外国指標連動証券の所持人に対して行うことにより本外国指標連動証券

の全部（一部は不可）を償還することができる。 

本号に従い償還される各本外国指標連動証券は、期限前償還金額により償還される。 
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(h) 買入 

NEF、保証会社またはその子会社（以下に定義する。）は随時、公開市場におけるか否かを問わ

ず、いかなる価格でも本外国指標連動証券を買い入れることができる。かかる本外国指標連動証

券は、保有、再発行、再売買し、またはNEFの選択により、支払代理人（下記「12 その他 (3) 

代理契約」に定義する。）に消却のために提出することができる。 

本号において、「子会社」とは、NEFまたは保証会社の子会社（1985年会社法第736条に定義さ

れる。）を意味する。 

 

(i) 消却 

償還された全ての本外国指標連動証券は直ちに消却される。このように消却された全ての本外

国指標連動証券および上記「(h) 買入」に従って買入消却された本外国指標連動証券は代理人に

交付され、これを再発行または再売却することはできない。本外国指標連動証券の要項で消却

（償還時を除く。）が要求される恒久大券により表章される本外国指標連動証券の消却は、当該

恒久大券の額面金額の減少により有効となる。 

 

３ 支払 

(a) 支払に関する一般規定 

支払は、あらゆる場合において、(ⅰ)支払の場所において適用ある財務もしくはその他の法律お

よび規則ならびに(ⅱ)1986年合衆国内国歳入法（以下「内国歳入法」という。）第871(m)条に従い

要求される源泉徴収もしくは控除もしくは内国歳入法第1471(b)条に記載の契約に従い要求される

源泉徴収もしくは控除、または内国歳入法第1471条から第1474条までの規定、かかる条項に基づく

規則もしくは合意、かかる条項の公的な解釈もしくはかかる条項に関する政府間の提案を施行する

法律に従って課される源泉徴収もしくは控除に服するが、下記「８ 課税上の取扱い」の規定を妨

げないものとする。 

大券の所持人は、当該大券により表章された本外国指標連動証券に関する支払を受けることので

きる唯一の者であり、NEFおよび保証会社は、当該大券の所持人に対しまたは当該所持人の指図に

従い支払をなすことにより、そのように支払われた各金額について免責される。ユーロクリア・バ

ンク・エス・エー／エヌ・ブイ（以下「ユーロクリア」という。）またはクリアストリーム・バン

キング・エス・エー（以下「クリアストリーム・ルクセンブルク」という。）の名簿に当該大券に

より表章された本外国指標連動証券の一定の額面金額の実質的な所持人として記載されている者は、

当該大券の所持人に対しまたは当該所持人の指図に従いNEFまたは保証会社が支払った各金額に関

するかかる所持人の持分について、ユーロクリアおよび／または（場合により）クリアストリー

ム・ルクセンブルクに対してのみ支払を請求するものとする。当該大券の所持人以外の者は、当該

大券に関する支払についてNEFまたは保証会社に対する請求権を有しない。 

 

(b) 支払日 

本外国指標連動証券に関する金員の支払期日が、支払日（以下に定義する。）以外の日にあたる

場合には、当該本外国指標連動証券の所持人は当該場所における翌支払日まで支払を受けることが

できず、かつ、かかる支払の繰延に関して、追加利息その他の金員の支払を受けることができない。

本号において、「支払日」とは、東京、ニューヨークおよびロンドンにおいて、商業銀行および外

国為替市場が、支払の決済を行い、通常の業務（外国為替取引および外貨預金取引を含む。）を営

んでいる日をいう。 
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(c) 元本および利息の解釈 

「本外国指標連動証券の概要」において、本外国指標連動証券に関する元本には、場合により、

以下のものを含むものとみなす。 

(ⅰ)下記「８ 課税上の取扱い」に基づき、元本に関し支払われることのある追加額。 

(ⅱ)本外国指標連動証券の満期償還額。 

(ⅲ)本外国指標連動証券の期限前償還金額。 

(ⅳ)本外国指標連動証券の所持人の選択による償還額。 

 

４ 本外国指標連動証券の地位および保証 

(a) 本外国指標連動証券の地位 

本外国指標連動証券は、NEFの直接、無条件、非劣後かつ（下記「５ 担保提供制限」に従い）無

担保の債務であり、本外国指標連動証券相互の間において優先または劣後することなく、同順位で

あり、（下記「５ 担保提供制限」に従い、また法律上優先権が認められる一定の債務を除き）NEF

のその時々において残存する現在および将来の他の一切の無担保の非劣後債務と、少なくとも同順

位である。 

 

(b) 本外国指標連動証券の保証 

本外国指標連動証券に関するNEFの支払および交付義務は、2016年９月16日付保証状（以下「保

証状」という。）により保証会社が無条件かつ取消不能の形で保証する。保証状に基づく保証会社

の債務は、保証会社の直接、無条件、非劣後かつ（下記「５ 担保提供制限」に従い）無担保の債

務であり、また、（下記「５ 担保提供制限」に従い、また国税および地方税に関する債務および

その他法律により定められた例外は除き）保証会社の現在および将来の他の一切の無担保の非劣後

債務と、少なくとも同順位である。 

 

５ 担保提供制限 

(a) NEFの担保提供制限 

NEFは、未償還残存（代理契約（下記「12 その他 (3) 代理契約」に定義する。）に定義され

る。）の本外国指標連動証券が存在する限り、NEF自身の債務（以下に定義する。）、または第三

者の債務について現在もしくは将来の債権者の利益のために行う保証もしくは補償に係る義務を担

保するために、NEFの現在または将来のいかなる事業、資産または収入の全部または一部に対して

も、いかなる抵当権、先取特権、質権その他の担保権も設定せず、また存続させないものとする。

ただし、同時に、当該債務または（場合により）保証もしくは補償と少なくとも同順位かつ同等の

比率をもって本外国指標連動証券も担保される場合、または社債権者集会の特別決議（代理契約に

定義される。）により承認された他の担保もしくは保証が本外国指標連動証券のために提供される

場合は、この限りでない。本項において「債務」とは、満期まで１年を超える期間がある有価証券

上の債務で、かつオランダもしくはその他の地域における証券取引所、店頭登録市場もしくはその

他の有価証券市場で相場が立ち、上場され、通常取引または売買されているか、その予定であるも

のを意味する。 

 

(b) 保証会社の担保提供制限 

保証会社が保証する本外国指標連動証券に未償還残存のものが存在する限り、保証会社は、いか

なる証券（以下に定義する。）の所持人のためにも、(ⅰ)当該証券がその要項により円貨以外の通

貨で支払われるかもしくは円貨以外の通貨で支払を受ける権利を与えるものである場合、または当

-229-



該証券が円貨で表示され、かつその元本総額の50％超が保証会社もしくは（保証会社でない場合は）

NEFにより、もしくはその授権に基づいて、当初日本国外で分売される場合であり、かつ(ⅱ)当該

証券が日本国外の証券取引所、店頭登録市場その他の有価証券市場で相場が立ち、上場され、通常

取引もしくは売買されているか、その予定である場合には、①かかる証券に関する支払、②かかる

証券の保証に基づく支払、または③かかる証券に関する補償もしくはその他の債務に基づく支払を

担保するために、保証会社の現在または将来のいかなる財産、資産または収入の全部または一部に

対しても、いかなる抵当権、先取特権、質権その他の担保権も設定せず、また存続を認めないこと

を保証する。ただし、上記のいずれの場合においても、保証状に基づき、同時に、当該証券、保証、

補償もしくはその他類似の債務に関し提供されるか、または残存する担保と同じ担保もしくは社債

権者集会の特別決議により承認された他の担保もしくは保証が、本外国指標連動証券のために提供

される場合は、この限りではない。 

本項において、「証券」とは、発行時から１年を超える期間を有するNEFもしくは保証会社また

はその他の者の社債、ディベンチャー、ノートその他類似の投資証券を意味する。 

 

６ 債務不履行事由 

下記の事由（以下「債務不履行事由」という。）のいずれかが発生し、かつその事由が継続して

いる場合には、各本外国指標連動証券の所持人は、NEFおよび保証会社に対し書面による通知を行う

ことにより（代理人に対しては単に情報を提供する目的でその写しを送付する。）、当該本外国指

標連動証券の所持人が有する本外国指標連動証券につき期限の利益を喪失し、直ちに支払われるべ

き旨を宣言することができ、これにより当該本外国指標連動証券は、呈示、要求、申立その他一切

の通知を要せず期限前償還金額で直ちに償還されるものとする。ただし、NEFおよび保証会社がかか

る通知を受領する前に当該債務不履行事由が治癒された場合はこの限りでない。 

(a) 本外国指標連動証券の元本の償還または本外国指標連動証券に関する証券の交付につき、７日

を超える遅滞があった場合。 

(b) NEFまたは保証会社が、本外国指標連動証券もしくは保証状（もしあれば）に定められるNEFも

しくは（場合により）保証会社の他の約束もしくは約定、または代理契約に定められる本外国指

標連動証券の所持人のための約束もしくは約定の履行または遵守を怠り、かつ、いずれの場合に

おいても、NEFまたは（場合により）保証会社が当該不履行を治癒することを要求する本外国指標

連動証券の所持人からの書面による通知が（直接であるか代理人を通じてであるかを問わず）NEF

および保証会社に対し交付された後30日間継続した場合。 

(c) 残存元本総額が1,000万米ドル（他の通貨の場合は同額相当）以上のNEFもしくは保証会社の本

外国指標連動証券以外の借入金債務が不履行により期限の利益を喪失した場合、もしくはNEFもし

くは保証会社がかかる債務につき満期においてもしくは適用ある支払猶予期間が経過してもなお

弁済を怠っている場合（もしくはかかる債務が要求払の場合、支払要求の後３営業日、もしくは

これより長期の適用ある支払猶予期間が経過してもなお弁済を怠っている場合）、または現存す

る元本もしくは元本総額が1,000万米ドル（他の通貨の場合は同額相当）以上の第三者の借入金債

務についてNEFもしくは保証会社が付与した保証もしくは補償の履行期が到来し、適用ある支払猶

予期間の経過後履行の請求を受けたにもかかわらず履行されない場合。 

(d) 所在地において管轄権を有する裁判所が、オランダもしくは（場合により）日本において適用

ある破産、支払不能もしくは会社更生に関する法律に基づき、NEFもしくは保証会社の破産もしく

は支払不能を認める決定もしくは命令を下した場合、もしくはNEFもしくは保証会社の会社更生を

求める申立が適正になされたものと認めた場合で、かつ当該決定もしくは命令が継続する60日間

解除もしくは停止されない場合、または、所在地において管轄権を有する裁判所が、オランダも
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しくは（場合により）日本において適用ある破産、支払不能もしくは会社更生に関する法律に基

づき、NEFもしくは保証会社の破産もしくは会社更生に関してもしくはその財産の全部もしくは実

質的に全部についてもしくはその解散もしくは清算の事由について管財人、清算人、受託者もし

くは譲受人を選任する決定もしくは命令を下した場合で、かつ当該決定もしくは命令が継続する

60日間解除もしくは停止されない場合。 

(e) NEFまたは保証会社が、オランダもしくは（場合により）日本において適用ある破産法もしくは

会社更生法に基づき自己破産を申立てた場合、NEFもしくは保証会社に対する破産の申立に同意し

た場合、支払猶予（NEFに関してのみ）、会社更生もしくは債務整理を求める申立、答弁もしくは

同意を行った場合、もしくはNEFもしくは保証会社もしくはそれらの財産の全部もしくは実質的に

全部について破産もしくは会社更生の管財人、清算人、受託者もしくは譲受人を選任することに

同意した場合、もしくはそれらの債権者に対して債権譲渡を行い、債務整理を申入れ、もしくは

書面により履行期にある債務の支払ができないことを認めた場合、またはNEFもしくは保証会社が

上記の目的のいずれかを達成するための法人活動を行った場合。 

(f) 社債権者集会の特別決議によりその条件が承認された新設合併、事業結合、吸収合併もしくは

事業再編成を目的としもしくはこれに基づく場合、または存続会社がそれぞれ本外国指標連動証

券もしくは保証状に基づくNEFもしくは保証会社の債務の一切を有効に引き受けることとなる新設

合併、事業結合、吸収合併もしくは事業再編成を目的としもしくはこれに基づく場合を除き、NEF

または保証会社がその営業の全部もしくは実質的に全部を停止し、またはその資産の全部もしく

は実質的に全部を処分した場合。ただし、保証会社については、保証会社を持株会社とする事業

再編成または保証会社を持株会社の傘下に置く事業再編成の場合で、その結果保証会社が営業の

全部もしくは実質的に全部を停止し、またはその資産の全部もしくは実質的に全部を処分するこ

ととなっても、本項は適用されないものとする。 

(g) 理由の如何を問わず、保証状（上記(f)に言及される事業再編成後の承継者たる保証会社によっ

て調印がなされた保証状を含む。）が完全な効力を生じない（または保証会社がその旨主張する）

場合。 

上記(c)に関して、米ドル以外の通貨による借入金債務は、期限の利益を喪失したか、または（場

合により）当該債務不履行事由が発生した日（ロンドン時間）において、代理人が指定した主要銀

行により表示されるロンドンにおける米ドル買いに対する当該通貨の売りのための直物相場で換算

するものとする（ただし、理由の如何を問わず、当日にかかるレートを得られない場合は、その後

に最も早く入手可能な日におけるレートによる。）。 

 

７ 社債権者集会、変更および権利放棄 

代理契約は、本外国指標連動証券および代理契約の一定の条項を特別決議により修正することを

承認することを含む、本外国指標連動証券の所持人の利益に影響を与える事項について審議するた

めに社債権者集会を招集することについて、定めている。 

NEF、（場合により）保証会社または本外国指標連動証券の元本残高の10分の１以上を有する本外

国指標連動証券の所持人は、社債権者集会を招集することができる。特別決議を採択するための社

債権者集会の定足数は、本外国指標連動証券の元本残高の過半を保有または代表する１名以上の者、

その延会においては、保有または代表される本外国指標連動証券の元本金額の如何にかかわらず、

本外国指標連動証券の所持人本人またはその代理人１名以上の者とする。ただし、本外国指標連動

証券の規定の修正（本外国指標連動証券の償還日の修正、本外国指標連動証券の元本の減額もしく

は取消、交換条項付社債もしくはエクイティ・リンク償還条項付社債の償還に関する資産（もしあ

れば）の交付に係る規定の変更、もしくは本外国指標連動証券の支払通貨を変更する場合を含
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む。）、または代理契約の一定の条項の修正を議題とする集会においては、特別決議を採択するた

めに必要な定足数は、３分の２以上を保有または代表する１名以上の者、その延会においては、本

外国指標連動証券の元本残高の３分の１以上を保有または代表する１名以上の者とする。社債権者

集会で採択された特別決議は、出席の有無にかかわらず本外国指標連動証券の所持人の全てを拘束

する。 

代理人、NEFおよび保証会社は、本外国指標連動証券の所持人の同意を得ることなく、以下につい

て合意することができる。 

(a) （NEFおよび保証会社の意見において）本外国指標連動証券の所持人の利益に重要な影響のない

本外国指標連動証券、代理契約、ディード・オブ・コベナントおよび／または保証状の条項の修

正（上記に述べた場合を除く。）（本外国指標連動証券の所持人の個別の状況または特定の法域

における調整による課税もしくはその他の結果は勘案しない。）。 

(b) 本外国指標連動証券、代理契約、ディード・オブ・コベナントおよび／または保証状について

の（NEFおよび保証会社の意見において）形式的、軽微もしくは技術的な修正、または明白な誤記

の訂正もしくは適用ある法令の強行規定に従うための訂正。 

かかる修正は、本外国指標連動証券の所持人の全てを拘束する。また、かかる修正後は、下記

「９ 通知」に従い本外国指標連動証券の所持人に可及的速やかにその旨通知される。 

 

８ 課税上の取扱い 

本外国指標連動証券に投資しようとする申込人は、各申込人の状況に応じて、本外国指標連動証

券に投資することによる課税上の取扱いおよびリスクまたは本外国指標連動証券に投資することが

適当か否かについて各自の財務・税務顧問に相談する必要がある。 

本外国指標連動証券に係るNEFによる支払または保証状に基づく保証会社による支払は全て、オラ

ンダ（NEFの場合）もしくは日本（保証会社の場合）またはそれらの行政区画もしくはそれらの課税

当局もしくはそれらの域内の課税当局によりまたはそれらに代わって、現在または将来において課

され、賦課され、徴税され、源泉徴収され、課税されるあらゆる性質の税金、賦課金、公租公課を

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

源泉徴収または控除を法により強制される場合を除く。この場合、NEFまたは（場合により）保証会

社は、本外国指標連動証券の所持人がかかる源泉徴収または控除の後に受領する本外国指標連動証

券の元本の純受取額が、かかる源泉徴収または控除がなければ本外国指標連動証券について受領し

たであろう金額と等しくなるように必要な追加額を支払うものとする。ただし、かかる追加額は以

下の本外国指標連動証券に関しては支払われないものとする。 

(ⅰ) 本外国指標連動証券を保有する以外に、(x)NEFによる支払の場合にはオランダと何らかの関連

を有すること、(y)保証状に基づく保証会社による支払の場合には①日本の税法上日本の居住者も

しくは日本法人と扱われ、または②その他日本と関連を有することを理由として、かかる税金、

賦課金、公租公課を負担する本外国指標連動証券の所持人によりまたはかかる者に代わって支払

のために呈示がなされた本外国指標連動証券。 

(ⅱ) 関連日（以下に定義する。）後30日を過ぎて支払のために呈示がなされた本外国指標連動証券

（ただし、本外国指標連動証券の所持人がかかる30日目に支払のためにこれを呈示していたなら

ば受領することができた当該追加額を除く。）。 

(ⅲ) オランダまたは日本において支払のために呈示がなされた本外国指標連動証券。 

本項において「関連日」とは、当該支払について最初に支払期日が到来した日、または支払われ

るべき金員の全額が当該期日までに代理人により受領されていない場合は、当該金員の全額が受領
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され、その旨の通知が下記「９ 通知」に従い本外国指標連動証券の所持人に対してなされた日を意

味する。 

 

９ 通知 

本外国指標連動証券に関する全ての通知は、ロンドンで講読される代表的な英語の日刊新聞に掲

載された場合に有効とみなされる。かかる掲載はロンドンのフィナンシャル・タイムズ紙になされ

る予定である。かかる通知は、掲載された日付、または複数回掲載される場合もしくは複数の新聞

紙での掲載を要求される場合には、掲載を要求される全ての新聞紙に最初に掲載された時点での日

付をもって、なされたものとみなされる。 

ユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルクのために大券が全部保管されている限り、

かかる新聞への掲載の方法に代えて、本外国指標連動証券の所持人に対する連絡のためユーロクリ

アおよびクリアストリーム・ルクセンブルクへ通知を交付するという方法をとることができる。か

かる通知は、ユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルクが通知を受領した日に本外国

指標連動証券の所持人になされたものとみなされる。 

本外国指標連動証券の所持人による通知は書面によるものとし、これを関連する本外国指標連動

証券とともに代理人に預託するものとする。大券が各本外国指標連動証券を表章している間も、本

外国指標連動証券の所持人は、代理人およびユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブル

クが認める方法で、ユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルクを通じて代理人にかか

る通知を行うことができる。 

 

10 消滅時効 

本外国指標連動証券は、それぞれの関連日（上記「８ 課税上の取扱い」に定義する。）から元本

の支払および／または資産の交付については10年の期間内に元本に関する請求がなされない場合は

失効する。 

 

11 準拠法および送達代理人の任命 

代理契約、ディード・オブ・コべナント、本外国指標連動証券および保証状（ならびに代理契約、

ディード・オブ・コべナント、保証状および本外国指標連動証券ならびに本外国指標連動証券の発

行および買入に関する一切の契約に起因してまたはこれらに関連して生じる非契約的債務）は英国

法に準拠するものとし、これに従って解釈される。 

NEFおよび保証会社はそれぞれ、本外国指標連動証券の所持人のために、英国の裁判所が本外国指

標連動証券から生じるかまたは本外国指標連動証券に関して生ずるあらゆる紛争（本外国指標連動

証券に起因してまたは本外国指標連動証券に関連して生じる非契約的債務に関する紛争を含む。）

を解決する管轄権を有すること、したがって本外国指標連動証券から生じるかまたは本外国指標連

動証券に関して生じる訴訟または手続（以下「訴訟手続」と総称する。）が英国の裁判所に提起で

きることに、取消不能の形で合意する。 

NEFおよび保証会社は、英国（本書提出日現在、ロンドン市 EC4R 3AB エンジェル・レーン１）に

登録された住所を有するノムラ・インターナショナル・ピーエルシーを英国における訴訟手続に関

する英国における送達代理人に取消不能の形で任命し、同社が送達代理人としての職務の遂行を停

止したときは他の送達代理人を任命する。 
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12 その他 

(1) 代わり券 

本外国指標連動証券が紛失、盗失、毀損、汚損または滅失した場合、代理人の所定の事務所に

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

を提出することを条件として、代わり券を発行することができる。毀損または汚損した本外国指

標連動証券については、代わり券が発行される前にこれを提出しなければならない。 

 

(2) 承継 

(Ⅰ) NEFの承継 

(a) NEFの承継に関する前提条件 

本外国指標連動証券に関連して、NEFは、本外国指標連動証券の所持人の同意なしに、承継債

務会社（下記「(e) 承継債務会社」に定義する。）に代替しまたは承継することができる。た

だし、以下の事項を条件とする。 

(ⅰ)承継債務会社および保証会社が、承継が完全な効力を有するために必要な代理契約の別紙

５記載の様式の捺印証書（以下「捺印証書」という。）およびその他の書類（もしあれば）

（捺印証書とあわせて以下「書類」という。）を作成し、当該書類の下で、（上記の一般性

を制限することなく）承継債務会社が、NEF（または全ての前任の承継債務会社）に代わり、

本外国指標連動証券の主要な債務者として、本外国指標連動証券、代理契約およびディー

ド・オブ・コベナントにその名称が記載されていたかのように、本外国指標連動証券の所持

人のために、本外国指標連動証券の要項（下記(b)に記載の方法による修正を含む。）ならび

に代理契約およびディード・オブ・コベナントの規定に従うことを約束し、それに基づき保

証会社が、主要な債務者としての承継債務会社の本外国指標連動証券により支払うべき金額

の全額の支払および／または本外国指標連動証券に関する交付義務を、各本外国指標連動証

券の所持人に対して無条件かつ取消不能の形で保証すること。 

(ⅱ)書類が、以下の表明および保証を含むこと。 

(あ) 承継債務会社 

(Ａ)かかる承継に必要な一切の企業、政府および規制当局による許可および同意ならびに書

類に基づく承継債務会社の義務の履行に必要な一切の企業、政府および規制当局による許

可および同意を取得しており、かかる許可および同意が全て完全に有効であること。 

(Ｂ)書類に基づいて承継債務会社が負う義務は、いずれもそれぞれの条項に従って法的に有

効かつ拘束力を有していること。 

(い) 保証会社（保証会社が保証を付与し、かつ捺印証書に基づき保証が与えられている本外

国指標連動証券について） 

(Ａ)かかる保証の付与に必要な一切の企業、政府および規制当局による許可および同意なら

びに書類に基づく保証会社の義務の履行に必要な一切の企業、政府および規制当局による

許可および同意を取得しており、かかる許可および同意が全て完全に有効であること。 

(Ｂ)書類に基づいて保証会社が負う義務および保証は、いずれもそれぞれの条項に従って法

的に有効かつ拘束力を有していること。 

(ⅲ)本外国指標連動証券が上場されている各証券取引所、上場承認機関および／または取引相

場システム（もしあれば）が、提案されている承継債務会社の承継後も本外国指標連動証券

がかかる証券取引所、上場承認機関および／または取引相場システムにおいて引続き上場さ

れること、売買されることおよび／または取引が行われることを確認すること。 
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(ⅳ)NEFおよび承継債務会社が、場合により、代理人に対し、英国における主要な法律事務所か

らNEFを代理して提出される、書類が英国法に基づいて法的に有効かつ拘束力を有するNEFお

よび承継債務会社の義務を構成する旨のディーラーを宛先とした法律意見書（かかる意見書

は承継債務会社によるNEFの承継の日付の前７日以内の日付で作成され、代理人の所定の事務

所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供されることを要する。）を、保管の

ため交付しまたは交付させること。 

(ⅴ)NEFが、代理人に対し、オランダにおける主要な法律事務所からNEFを代理して提出される、

オランダ法に基づきNEFが書類を締結する能力および権限を有している旨のディーラーを宛先

とした法律意見書（かかる意見書は承継債務会社によるNEFの承継の日付の前７日以内の日付

で作成され、代理人の所定の事務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供さ

れることを要する。）を、保管のため交付しまたは交付させること。 

(ⅵ)承継債務会社が、代理人に対し、承継債務会社の法域における主要な法律事務所から承継

債務会社を代理して提出される、当該法域における法律に基づいて承継債務会社が書類を締

結する能力および権限を有している旨のディーラーを宛先とした法律意見書、また承継債務

会社が英国以外の法域に属する場合は、書類が当該法律に基づいて法的に有効かつ拘束力を

有する承継債務会社の義務を構成する旨のディーラーを宛先とした法律意見書（かかる意見

書は承継債務会社によるNEFの承継の日付の前７日以内の日付で作成され、代理人の所定の事

務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供されることを要する。）を、保管

のため交付しまたは交付させること。 

(ⅶ)保証会社が、代理人に対し、英国における主要な法律事務所から保証会社を代理して提出

される書類（保証会社が承継債務会社について付与する保証状を含む。）が英国法に基づい

て法的に有効かつ拘束力を有する保証会社の義務を構成する旨のディーラーを宛先とした法

律意見書（かかる意見書は承継債務会社によるNEFの承継の日付の前７日以内の日付で作成さ

れ、代理人の所定の事務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供されること

を要する。）を、保管のため交付しまたは交付させること。 

(ⅷ)保証会社が、代理人に対し、日本における主要な法律事務所から保証会社を代理して提出

される、日本法に基づき保証会社が書類（保証会社が承継債務会社について付与する保証状

を含む。）を締結する能力および権限を有している旨のディーラーを宛先とした法律意見書

（かかる意見書は承継債務会社によるNEFの承継の日付の前７日以内の日付で作成され、代理

人の所定の事務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供されることを要す

る。）を、保管のため交付しまたは交付させること。 

(ⅸ)本外国指標連動証券につき債務不履行事由が存在しないこと。 

(b) 承継債務会社による引受け 

上記(a)に定める書類が作成された場合、承継債務会社は、NEF（または前任の承継債務会社）

に代わり、本外国指標連動証券の主要な債務者として本外国指標連動証券にその名称が記載さ

れたものとみなされ、これに基づき、本外国指標連動証券は、承継が効力を有するよう修正さ

れたものとみなされる。発行会社としてのNEF（またはかかる前任の承継債務会社）は、書類の

作成をもって、本外国指標連動証券の主要な債務者としての一切の義務を免除される。 

(c) 書類の預託 

本外国指標連動証券が未償還であり、かつ承継債務会社または保証会社に対して本外国指標

連動証券または書類に関し本外国指標連動証券の所持人によりなされた請求につき終局判決、

和解または免責がなされていない限り、書類は、代理人に預託され保管される。書類において
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承継債務会社および保証会社は、各本外国指標連動証券の所持人が、本外国指標連動証券また

は書類につき強制執行するため、書類を作成する権利を認めるものとする。 

(d) 承継通知 

書類の作成後15日以内に、承継債務会社は、かかる承継について上記「９ 通知」に従って、

本外国指標連動証券の所持人に対して通知するものとする。 

(e) 承継債務会社 

「承継債務会社」とは、直接的または間接的に野村ホールディングス株式会社により100％保

有される会社を意味する。 

 

(Ⅱ) 保証会社の承継 

(a) 保証会社の承継に関する前提条件 

本外国指標連動証券に関連して、保証会社は、本外国指標連動証券の所持人の同意なしに、

承継保証会社（下記「(e) 承継保証会社」に定義する。）に代替しまたは承継することができ

る。ただし、以下の事項を条件とする。 

(ⅰ)かかる承継が、野村ホールディングス株式会社およびその連結子会社またはそれにより構

成される企業グループ内の再編成による場合においてのみ行われること。 

(ⅱ)承継保証会社が、承継が完全な効力を有するために必要な書類（以下「保証会社承継書類」

という。）を作成し、当該書類の下で、（上記の一般性を制限することなく）承継保証会社

が、保証会社（または全ての前任の承継保証会社）に代わり、本外国指標連動証券の保証会

社として、本外国指標連動証券および代理契約にその名称が記載されていたかのように、本

外国指標連動証券の所持人のために、本外国指標連動証券の要項（下記(b)に記載の方法によ

る修正を含む。）および代理契約の規定に従うことを約束すること。 

(ⅲ)保証会社承継書類が、承継保証会社による以下の表明および保証を含むこと。 

(Ａ)かかる承継に必要な一切の企業、政府および規制当局による許可および同意ならびに保

証会社承継書類に基づく承継保証会社の義務の履行に必要な一切の企業、政府および規制

当局による許可および同意を取得しており、かかる許可および同意が全て完全に有効であ

ること。 

(Ｂ)保証会社承継書類に基づいて承継保証会社が負う義務は、いずれもそれぞれの条項に

従って法的に有効かつ拘束力を有していること。 

(ⅳ)本外国指標連動証券が上場されている各証券取引所、上場承認機関および／または取引相

場システム（もしあれば）が、提案されている承継保証会社の承継後も本外国指標連動証券

がかかる証券取引所、上場承認機関および／または取引相場システムにおいて引続き上場さ

れること、売買されることおよび／または取引が行われることを確認すること。 

(ⅴ)保証会社および（場合により）承継保証会社が、代理人に対し、ディーラーを宛先とした

以下の法律意見書を、保管のため交付しまたは交付させること。 

(Ａ)英国における主要な法律事務所から保証会社を代理して提出される、保証会社承継書類

が英国法に基づいて法的に有効かつ拘束力を有する保証会社および承継保証会社の義務を

構成する旨の法律意見書（かかる意見書は承継保証会社による保証会社の承継の日付の前

７日以内の日付で作成され、代理人の所定の事務所において本外国指標連動証券の所持人

による閲覧に供されることを要する。）。 

(Ｂ)日本における主要な法律事務所から保証会社を代理して提出される、日本法に基づき保

証会社が保証会社承継書類を締結する能力および権限を有している旨ならびに保証会社承

継書類が日本法に基づいて法的に有効かつ拘束力を有する保証会社の義務を構成する旨の

-236-



法律意見書（かかる意見書は承継保証会社による保証会社の承継の日付の前７日以内の日

付で作成され、代理人の所定の事務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に

供されることを要する。）。 

(Ｃ)承継保証会社の法域における主要な法律事務所から承継保証会社を代理して提出される、

当該法域における法律に基づいて承継保証会社が保証会社承継書類を締結する能力および

権限を有している旨の法律意見書、また承継保証会社が英国以外の法域に属する場合は、

保証会社承継書類が当該法律に基づいて法的に有効かつ拘束力を有する承継保証会社の義

務を構成する旨の法律意見書（かかる意見書は承継保証会社による保証会社の承継の日付

の前７日以内の日付で作成され、代理人の所定の事務所において本外国指標連動証券の所

持人による閲覧に供されることを要する。）。 

(ⅵ)本外国指標連動証券につき債務不履行事由が存在しないこと。 

(b) 承継保証会社による引受け 

上記(a)に定める保証会社承継書類が作成された場合、承継保証会社は、保証会社（または前

任の承継保証会社）に代わり、本外国指標連動証券の保証会社として本外国指標連動証券にそ

の名称が記載されたものとみなされ、これに基づき、本外国指標連動証券は、承継が効力を有

するよう修正されたものとみなされる。保証会社（またはかかる前任の承継保証会社）は、保

証会社承継書類の作成をもって、本外国指標連動証券について保証会社としての一切の義務を

免除される。 

(c) 保証会社承継書類の預託 

本外国指標連動証券が未償還であり、かつ承継保証会社に対して本外国指標連動証券または

保証会社承継書類に関し本外国指標連動証券の所持人によりなされた請求につき終局判決、和

解または免責がなされていない限り、保証会社承継書類は、代理人に預託され保管される。保

証会社承継書類において承継保証会社は、各本外国指標連動証券の所持人が、本外国指標連動

証券または保証会社承継書類につき強制執行するため、保証会社承継書類を作成する権利を認

めるものとする。 

(d) 承継通知 

保証会社承継書類の作成後15日以内に、承継保証会社は、かかる承継について上記「９ 通知」

に従って、本外国指標連動証券の所持人に対して通知するものとする。 

(e) 承継保証会社 

「承継保証会社」とは、NEFの最終的な親会社であるかまたはNEFと最終的な親会社が同一で

ある会社のいずれかを意味する。ただし、後者の場合、承継日におけるかかる承継保証会社の

格付が、保証会社の格付以上である場合に限る。 

 

(3) 代理契約 

本外国指標連動証券は、発行会社としてのノムラ・バンク・インターナショナル・ピー・エ

ル・シーおよびNEF、保証会社としての野村ホールディングス株式会社および野村證券株式会社、

発行代理人兼主支払代理人および代理銀行としてのシティバンク・エヌ・エー・ロンドン（以下

「代理人」といい、承継者たる代理人を含む。）、代理契約に記載のその他の支払代理人（代理

人とあわせて以下「支払代理人」といい、追加の支払代理人または承継者たる支払代理人を含

む。）、代理契約に記載の計算代理人（以下「計算代理人」といい、承継者たる計算代理人を含

む。）ならびに代理契約に記載の受渡代理人（以下「受渡代理人」といい、追加の受渡代理人ま

たは承継者たる受渡代理人を含む。）の間の2013年８月５日付の変更および改訂済代理契約（以
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下「代理契約」といい、随時修正、補完および／または改訂を含む。）に従い、その利益を享受

して発行される。 

 

(4) 様式、額面および所有権 

本外国指標連動証券は無記名式で発行され、円建てで、外国指標連動証券の額面金額は１万円

である。 

以下に記載される条件に従って、本外国指標連動証券の所有権は受渡により移転する。NEF、保

証会社、代理人、支払代理人および受渡代理人は、（満期が到来しているか否かを問わず、また、

本外国指標連動証券の所有に係る通知、または本外国指標連動証券の紛失もしくは盗失に係る券

面上の記載もしくは通知の有無にかかわらず）本外国指標連動証券の持参人をその完全な権利者

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

げない。 

当該時点においてユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルクの名簿に特定の額面

金額の当該本外国指標連動証券の所持人として登録されている者は、NEF、保証会社、支払代理人

および受渡代理人により全ての点（本外国指標連動証券の元金の支払に関する事項を除く。かか

る事項については、大券の条項に従い、大券の所持人が、NEF、保証会社、支払代理人および受渡

代理人により当該本外国指標連動証券の所持人として取り扱われるものとし、「本外国指標連動

証券の所持人」およびこれに関連する用語はこれに従って解釈される。）において当該額面金額

の本外国指標連動証券の所持人として取り扱われる（この場合、いずれかの者の口座に貸記され

ている本外国指標連動証券の額面金額に関してユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセン

ブルクが発行した証明書その他の書類は、明白な誤りがある場合を除き、全ての点において、最

終的なものとして、拘束力を有するものとする。）。ユーロクリアまたはクリアストリーム・ル

クセンブルクの共通預託機関または共通保管機関により保管される大券により表章される本外国

指標連動証券は、その時点におけるユーロクリアまたは（場合により）クリアストリーム・ルク

センブルクのルールおよび手続に従ってのみ、これを譲渡することができる。 

本外国指標連動証券は、恒久大券の形態で発行され、確定券面に交換することはできない。 

NEFおよびディーラーが別途合意した場合を除き、次の文言が、全ての恒久大券に記載される。 

「本証券を保有する合衆国人（合衆国内国歳入法に定義される。）は、内国歳入法第165(j)条

および第1287(a)条に定められる制限を含む合衆国所得税法上の制限に服する。」 

上記文言に言及された条文は、合衆国の本外国指標連動証券の所持人が、一定の例外を除き、

本外国指標連動証券に関する損失を税務上控除することができず、また、本外国指標連動証券に

係る売却、処分、償還または元本の支払による利益について譲渡益課税の適用を受けることがで

きない旨を定めている。 

 

(5) 代理人、支払代理人、計算代理人および受渡代理人 

代理人（発行代理人兼主支払代理人）、支払代理人、計算代理人および受渡代理人の名称なら

びにそれぞれの当初の所定の事務所は、以下のとおりである。 

代理人（発行代理人兼主支払代理人） 

シティバンク・エヌ・エー・ロンドン 

（Citibank, N.A., London） 

ロンドン市 E14 5LB、カナリー・ワーフ、カナダ・スクエア、シティグループ・センター 

（Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB） 
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支払代理人 

ノムラ・バンク（ルクセンブルク）エス・エー 

（Nomura Bank (Luxembourg) S.A.） 

エスペランジュ L-5826、ガスペリッシュ通り33番A棟 

（Bâtiment A, 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange） 

計算代理人 

ノムラ・インターナショナル・ピーエルシー 

（Nomura International plc） 

ロンドン市 EC4R 3AB エンジェル・レーン１ 

（1 Angel Lane, London EC4R 3AB） 

受渡代理人 

本外国指標連動証券については指定されていない。 

NEFおよび保証会社は、以下の全ての条件を満たす場合には、支払代理人、計算代理人および／

もしくは受渡代理人の指名を変更もしくは終了させる権利ならびに／または追加のもしくはその

他の支払代理人、計算代理人もしくは受渡代理人を指名する権利ならびに／または支払代理人、

計算代理人もしくは受渡代理人の所定の事務所の変更を承認する権利を有する。 

(ⅰ)NEFが設立された法域を除くヨーロッパ大陸内に支払代理人を常置すること。 

(ⅱ)計算代理人が任命された本外国指標連動証券に関し計算代理人を常置すること。 

(ⅲ)代理人を常置すること。 

変更、終了、指名または移行は、上記「９ 通知」に従って、本外国指標連動証券の所持人に対

する30日以上45日以内の事前の通知がなされた後にのみ（(ⅰ)支払不能の場合、または(ⅱ)支払

代理人が、内国歳入法第1471条から第1474条までの規定、かかる条項に基づく規則もしくは合意、

もしくはかかる条項の公的な解釈もしくはかかる条項に関する政府間の提案を施行する法律に

従って定義される「外国金融機関」であり、「パススルー支払」に対する源泉徴収税の施行日以

降に「参加外国金融機関」とはならないかもしくは同日以降に「参加外国金融機関」ではなくな

る場合もしくは「パススルー支払」に対する源泉徴収税の施行日以降に「パススルー支払」に対

する源泉徴収税を免除されるようにならないかもしくは同日以降に「パススルー支払」に対する

源泉徴収税を免除されなくなる場合（上記の用語は内国歳入法第1471条から第1474条までの規定、

かかる条項に基づく規則もしくは合意、もしくはかかる条項の公的な解釈もしくはかかる条項に

関する政府間の提案を施行する法律に従い定義される。）には、「パススルー支払」に対する源

泉徴収税の施行日以降、いずれの場合も直ちに）効力を生じるものとする。 

代理人、その他の支払代理人、計算代理人および受渡代理人は、代理契約に基づき職務を行う

際に、NEFおよび保証会社の代理人としてのみ職務を行い、本外国指標連動証券の所持人に対して

義務を負わず、また、本外国指標連動証券の所持人と代理または信託の関係を有しない。ただし、

（本外国指標連動証券の所持人に対し本外国指標連動証券の償還の支払をするNEFまたは場合によ

り保証会社の義務に影響を及ぼすことなく）本外国指標連動証券に関して期限が到来した額の支

払のために代理人が受領した資金は、上記「10 消滅時効」に定められた消滅時効期間が満了する

まで、代理人が本外国指標連動証券の所持人のために保管する。代理契約は、一定の事情の下で

の代理人、支払代理人、計算代理人および受渡代理人に対する補償およびそれらの責任免除のた

めの規定を含んでおり、また、代理人およびその他の支払代理人がNEFおよび保証会社との間で営

業上の取引を行うことができ、かかる取引から生じた利益を本外国指標連動証券の所持人に帰属

させる義務を負わない旨の規定を含んでいる。代理契約には、代理人が吸収合併もしくは組織変
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更を行った事業体、代理人との間で新設合併を行った事業体または代理人がその資産のほぼ全て

を譲渡した事業体を承継代理人として認める条項が規定されている。 

 

(6) 追加発行 

NEFは、本外国指標連動証券の所持人の同意を得ることなく、全ての点（またはその発行総額、

および発行価格を除く全ての点）において本外国指標連動証券と同じ要項の社債を随時成立させ

発行し、かかる社債を未償還の本外国指標連動証券と統合して単一のシリーズとすることができ

る。 
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指数の概要 

 

S&P/JPX 配当貴族指数（課税後配当込み） 

S&P/JPX 配当貴族指数（課税後配当込み）（以下本「指数の概要 S&P/JPX 配当貴族指数（課税後配当

込み）」において「本指数」という。）は、東証株価指数（以下本「指数の概要 S&P/JPX 配当貴族指

数（課税後配当込み）」において「TOPIX」という。）の構成銘柄のうち、10年以上にわたり毎年増配し

ているか、または安定した配当を維持している最も配当利回りの高い企業のパフォーマンスを測定する

株式指数であり、さらに株式の配当から源泉徴収税を控除した金額を再投資する課税後配当込みの株式

指数である。 

 

適格性基準 

本指数の採用銘柄は、TOPIXの構成銘柄のうち、下記の適格性ファクターおよび安定性基準を原則として

満たす必要がある。 

 

・適格性ファクター 

時価総額：リバランス参照日（毎年６月の最終営業日をいう。以下本「指数の概要 S&P/JPX 配当貴族

指数（課税後配当込み）」において同じ。）時点のTOPIXにおける浮動株調整後時価総額が500億円以上

であること。 

流動性：リバランス参照日までの３ヶ月間の１日当たり平均売買代金が、新たに選定される銘柄は３億

円以上、既存の指数構成銘柄が継続して指数に残るためには２億5,000万円以上であること。 

・安定性基準 

配当の成長性：新たに選定される銘柄は、10年以上にわたり毎年増配しているか、または安定した配当

を維持していること。既存の本指数構成銘柄は、７年以上にわたり毎年増配しているか、または安定し

た配当を維持していること。 

配当性向：配当性向が100％以下であること、また、マイナスにならないこと（年間の１株当たり利益

（EPS）がマイナスになったときに、配当性向がマイナスになったものとみなされる。配当性向は、リバ

ランス参照日までの12ヶ月間の１株当たり配当を直近12ヶ月間の１株当たり利益（EPS）で除することで

計算される。）。 

配当利回り：リバランス参照日時点で直近12ヶ月の配当利回りが10％以下であること（配当利回りは、

リバランス参照日までの12ヶ月間の１株当たり配当金総額をリバランス参照日時点の株価で除すること

で計算される。）。 

 

S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスは、指数の適格性および選択の目的上、配当支払企業が普通配当と

して公表する現金配当支払（源泉税控除前）のみを考慮する。配当支払企業が特別配当または記念配当

として公表する現金配当支払（反復的な特別現金配当および記念現金配当などを含む。）は考慮されな

い。 

 

本指数の構築方法とリバランス 

まず本指数構成銘柄の選択が行われ、次に本指数内の構成銘柄のウェイト付けが行われる。本指数の構

成銘柄は毎年７月にリバランスされ、各リバランス時には、銘柄のウェイトを修正し、個別の銘柄やセ

クター全体にわたる分散を確保する。 
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・本指数構成銘柄の選択 

本指数の適格性基準を満たす全銘柄をリバランス参照日時点における直近12ヶ月の配当利回りに基づい

てランク付けした上で、20銘柄のバッファーを使い、次の手順で直近12ヶ月の配当利回りが最も高い50

銘柄を本指数の構成銘柄として選択する。 

１．適格性基準を満たす全銘柄から、配当利回りの高い順で上位30銘柄を構成銘柄として選択する。 

２．上位70位までにランク付けされた既存の指数構成銘柄から、構成銘柄数が50に達するまでランクの

上位から選択する。 

３．２までで構成銘柄数が50に達しなかった場合、その他の銘柄から、50銘柄に達するまでランクの上

位から選択する。 

 

・銘柄分散基準 

各リバランス時点では、最低40の構成銘柄数が必要となるが、仮に適格性基準を満たす構成銘柄数が40

を下回った場合には、以下の順序でその基準が緩和される。 

 

①時価総額基準の緩和 

浮動株調整後時価総額が300億円以上で、かつその他全ての本指数の適格性基準を満たしているTOPIXの

構成銘柄が、40の構成銘柄数に達するまで、配当利回りの高い順に本指数に追加される。 

 

②配当の成長性に関する基準の緩和 

①の緩和によって、構成銘柄数が40に達していない場合、配当の成長性に関する基準が緩和される。浮

動株調整後時価総額が300億円以上で、過去において７年以上にわたり毎年増配しているか、または安定

した配当を維持しており、かつその他全ての本指数の適格性基準を満たしているTOPIXの構成銘柄が、40

の構成銘柄数に達するまで、配当利回りの高い順に本指数に追加される。 

 

・構成銘柄のウェイト付け 

本指数構成銘柄は配当利回りにより加重される。各リバランス時点で、各本指数構成銘柄のウェイトに

は５％の上限が適用され、GICS（世界産業分類基準）の各セクターのウェイトには30％の上限が適用さ

れる。各銘柄の上限を超えたウェイト部分は、上限を超えていない全ての構成銘柄に按分により再配分

される。 

 

・リバランス 

年次リバランス：本指数は毎年１回全面的にリバランスされ、７月の最終営業日の取引終了後に有効と

なる。 

 

半期レビュー：年次リバランスと月次の配当レビューに加え、構成銘柄のウェイト付け基準が遵守され

ているかを確認するために、二次的な見直しを実施する。構成銘柄のウェイト付け基準を遵守するため

に、各ウェイトを調整する必要がある場合、ウェイトの超過部分は、構成銘柄の現在のウェイトに基づ

いてその他の銘柄の間で再配分される。新たな構成銘柄のウェイトは、１月の最終営業日の取引終了後

に有効となる。レビューの参照日は12月の最終営業日の取引終了後とする。 

 

本指数構成銘柄への追加 

特定の条件を満たしたスピンオフ（企業が社内の１部門を切り離し１企業として分離・独立させること

をいう。）の場合を除いて、各リバランスの間に指数への新たな銘柄の追加は行われない。  
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本指数構成銘柄からの除外 

買収、合併、スピンオフまたは破綻もしくは取引停止により、除外が生じる場合がある。指数構成銘柄

がTOPIXから除外された場合、それらの銘柄は各リバランスの間であっても本指数から除外される。各リ

バランスの間に除外される構成銘柄はその他の銘柄に置き換えられない。 

 

月次の配当レビュー 

S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスは指数構成銘柄を月次ベースでレビューする。 

以下いずれかの場合、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスの裁量により、翌月の最初の営業日の取引開

始前に指数構成銘柄から除外される場合がある。 

・予定されていた配当支払が見送られたとき。 

・企業が期間を定めずに配当支払を停止することを発表したとき。 

・企業が減配を発表し、その結果、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスが次の指数再構築時点で指

数にもはや適格でないと判断したとき。 

継続的適格性の判断や、次の指数再構築時点で指数に適格であるかどうかの判断は、指数委員会の裁量

で行われる。S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスは、企業が予定されていた配当金の支払を先送りまた

は延期するものの取り消さなかった場合、企業がさらなる発表を行うか、または指数がリバランスされ

るかのいずれか早い方まで、通常は何も行わない。継続的適格性のレビューは、企業が当月21日（２月

は18日）まで（同日を含む。）に公表した情報に基づき実施する。指数の変更は、翌月第１営業日の取

引開始前に有効となり、５営業日前までに通知される。 

 

S&P/JPX 配当貴族指数（米ドルヘッジ、課税後配当込み） 

S&P/JPX 配当貴族指数（米ドルヘッジ、課税後配当込み）（以下本「指数の概要 S&P/JPX 配当貴族指

数（米ドルヘッジ、課税後配当込み）」において「本指数」という。）はS&P/JPX 配当貴族指数（課税

後配当込み）の米ドル建ての指数であり、日本円以外の通貨で投資を行う事を考慮して、本指数構成銘

柄のリスクヘッジを行うのではなく、為替リスクをヘッジした場合のリターンを表象する指数である。

そのリターンは、本指数が保有するポートフォリオを１ヶ月の為替フォワード取引により継続的にヘッ

ジした場合の値として算出される。保有するポートフォリオにおける為替リスクのヘッジ割合は100％で

ある。よって、本指数構成銘柄全体の為替リスクがヘッジされていることになる。ただし、あくまでも

一定時点のポートフォリオ残高を月次でヘッジしているものであり、為替変動を完全にヘッジしている

わけではない。 

 

本指数の計算方法 

各月をmとし、各日をd=1,2,3,…Dとする。（mdは、m月の第d日、m0は前月の最終営業日、mr0は前月の最

終営業日の前営業日とする。） 

 

m月d日のS&P/JPX 配当貴族指数（米ドルヘッジ、課税後配当込み）の指数値 

EHmd = EHm0 × (Emd / Em0 + HRmd) 

ただし、 

Emd = ELmd / Smd 

HRmd = (Smr0 / Fm0 - Smr0 / F_Imd) × MAFm 

EH : S&P/JPX 配当貴族指数（米ドルヘッジ、課税後配当込み）の指数値 

E : S&P/JPX 配当貴族指数（課税後配当込み）（米ドル建て）の指数値 

EL : S&P/JPX 配当貴族指数（課税後配当込み）（日本円建て）の指数値 
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HR : ヘッジリターン（％） 

S : スポットレート（１米ドル当たり日本円） 

F : フォワードレート（１米ドル当たり日本円） 

F_Imd : m月の第d日における線形補間されたフォワードレート 

F_Imd = Smd + ((D - d) / D) × (Fmd - Smd) 

MAFm : m月におけるS&P/JPX 配当貴族指数（米ドルヘッジ、課税後配当込み）の月次調整係数 

MAFm = EHmr0 / EHm0 

とする。 

 

税引後配当込東証REIT指数 

東証REIT指数は、東京証券取引所に上場するREIT（不動産投資信託）の全銘柄を対象とした浮動株調整

後時価総額加重型の指数であり、基準日である2003年３月31日の基準値を1,000として計算されている。 

また、税引後配当込東証REIT指数は、配当落日に、税引後の予想配当金に基づいて配当落金額の総額を

算出し基準時価総額の修正を行うことで算出される指数である。仮に配当落日に使用した予想配当金と

決算短信で公表された配当金との間に差異が見られた銘柄については配当落金額の調整が行われる。基

準時価総額の算出に用いる配当税率は、修正日時点での上場株式等の配当に係る源泉徴収税率（地方税

除く。）とする。 

 

税引後配当込東証REIT米ドルヘッジ指数 

税引後配当込東証REIT米ドルヘッジ指数は税引後配当込東証REIT指数の米ドル建ての指数であり、日本

円以外の通貨で投資を行うことを考慮して、指数構成銘柄のリスクヘッジを行うのではなく、為替リス

クをヘッジした場合のリターンを表象する指数である。そのリターンは、指数が保有するポートフォリ

オを１ヶ月の為替フォワード取引により継続的にヘッジした場合の値として算出される。保有するポー

トフォリオにおける為替リスクのヘッジ割合は100％である。よって、指数構成銘柄全体の為替リスクが

ヘッジされていることになる。ただし、あくまでも一定時点のポートフォリオ残高を月次でヘッジして

いるものであり、為替変動を完全にヘッジしているわけではない。 

 

税引後配当込東証REIT米ドルヘッジ指数の計算方法 

各月をmとし、各日をd=1,2,3,…Dとする。（mdは、m月の第d日、m0は前月の最終営業日、mr0は前月の最

終営業日の前営業日とする。） 

 

m月d日の税引後配当込東証REIT米ドルヘッジ指数の指数値 

EHmd = EHm0 × (Emd / Em0 + HRmd) 

ただし、 

Emd = ELmd / Smd 

HRmd = (Smr0 / Fm0 - Smr0 / F_Imd) × MAFm 

EH : 税引後配当込東証REIT米ドルヘッジ指数の指数値 

E : 税引後配当込東証REIT指数（米ドル建て）の指数値 

EL : 税引後配当込東証REIT指数（日本円）の指数値 

HR : ヘッジリターン（％） 

S : スポットレート（１米ドル当たり日本円） 

F : フォワードレート（１米ドル当たり日本円） 

F_Imd : m月の第d日における線形補間されたフォワードレート 
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F_Imd = Smd + ((D - d) / D) ×(Fmd - Smd) 

MAFm : m月における税引後配当込東証REIT米ドルヘッジ指数の月次調整係数 

MAFm = EHmr0 / EHm0 

とする。 
 

-245-



投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項 

 

本受益権または本外国指標連動証券に関するリスク要因 

 

本受益権の信託財産である本外国指標連動証券は、発行会社の担保の裏付けがない証券であり、担保付

債務ではない。また本外国指標連動証券および／または本受益権のリターンは、各本外国指標連動証券

および／または各本受益権の連動指標であるS&P/JPX 配当貴族指数（米ドルヘッジ、課税後配当込み）

および税引後配当込東証REIT米ドルヘッジ指数（以下個別にまたは総称して「本指数」または「連動先

指数」という。）のパフォーマンスに連動している。本外国指標連動証券および／または本受益権に投

資することは、連動先指数の構成銘柄に直接投資することと同じではない。 

 

本「投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項」の項では、本受益権への投資を検討するに

あたり投資家になろうとする者が考慮すべきリスク要因について記載する。投資家は、本受益権に投資

する前に、以下に記載のリスクに関する情報のほか、本書中に記載のその他の情報を熟読すべきである。 

 

以下に明示されている各リスクは、本受益権への投資に内在する主要なリスクを説明したものである。

以下に明示されている各リスクは、発行会社の事業、業務、財務状態または見通しに重大な悪影響を及

ぼす可能性があり、結果的には投資家が本受益権に関して受領するリターンに重大な悪影響を及ぼす可

能性がある。さらに以下に明示されている各リスクは、本外国指標連動証券および／または本受益権の

取引価格または本受益権に基づく投資家の権利に悪影響を及ぼすおそれがあり、その結果、投資家は投

資金額の全部または一部を失うおそれがある。 

 

本受益権に投資しようとする者は、下記のリスクが、発行会社が直面しているリスクまたは本外国指標

連動証券および／または本受益権の性質により生じうるリスクの全てではない点に留意するべきである。

発行会社は、その業務および発行されうる本外国指標連動証券に関連するリスクのうち、自らが重要で

あると考えるリスクのみを記載している。発行会社が現在重要でないと考えている、または現在認識し

ていないその他のリスクが存在する可能性があり、これらのいずれかが投資家が本受益権に関して受領

するリターンに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。本受益権に投資しようとする者は、本外国指標連

動証券および／または本受益権に関するリスクを十分に理解できない場合、別途投資に関する助言を求

めるべきである。 

 

発行会社または保証会社の信用リスク 

 

本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の償還金額の支払は発行会社または保証会社の義務と

なっている。したがって、発行会社または保証会社の倒産や財務状況の悪化等により発行会社または保

証会社が本外国指標連動証券の償還金額を支払わず、または支払うことができない場合には、投資家は

損失を被りまたは投資元本を割り込むことがあり、投資元本の全てを失うこともある。 

 

信用格付の引き下げは、本外国指標連動証券および／または本受益権の価格の低下につながるおそれが

ある 

 

本外国指標連動証券および／または本受益権の価値は、部分的に、発行会社または保証会社の信用力に

対する投資家の一般的な評価の影響を受けると予想される。格付機関は発行会社または保証会社の格付
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けの引下げや取消を行い、または格下げの可能性ありとして「クレジット・ウォッチ」に指定されるこ

とがある。その結果、本外国指標連動証券および／または本受益権の価格の低下につながるおそれがあ

る。 

 

満期時または償還時の連動先指数の水準が、開始日時点の当該指数の水準を上回った場合でも、投資家

が受領する金額が本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の元本を割り込む場合がある 

 

本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の管理費用は、本外国指標連動証券の満期時または償還

時において投資家が受領する償還金額を減少させ、また管理費用および償還手数料は任意償還または期

限前償還において投資家が受領する償還金額を減少させるため、投資家が本外国指標連動証券の満期時

または償還時において少なくとも投資元本を受領するには、本外国指標連動証券および／または本受益

権の連動指標である本指数の数値が上昇する必要がある。償還価額の決定に際して管理費用は毎日計算

され参考終値から差し引かれるため、手数料の正味の影響は時間の経過とともに累積されていくもので

あり、本書に定められる所定の年率にて差し引かれる。したがって、本指数の水準が上昇しない場合も

しくは本外国指標連動証券および／もしくは本受益権の連動指標である本指数の水準の上昇が管理費用

（任意償還もしくは期限前償還の場合には、それに加え償還手数料）のマイナスの影響を相殺するのに

十分なものでない場合、または本外国指標連動証券および／もしくは本受益権の連動指標である本指数

の水準が低下した場合には、投資家が満期時または償還時において受領する金額が投資元本を下回り、

またはゼロになる可能性がある。 

 

本受益権の上場廃止その他本信託の終了事由が発生した場合に投資家が受領する金額は、本受益権の信

託財産である本外国指標連動証券の満期まで本受益権を保有していた場合に受領し得た金額よりも少な

い可能性がある 

 

本受益権の上場廃止その他本信託の終了事由が発生した場合、投資家は、残余財産として本外国指標連

動証券の償還価額相当額を受領することが予定されている。この場合に投資家が受領する金額は、本受

益権の信託財産である本外国指標連動証券の満期までに本受益権を保有していた場合に受領し得た金額

よりも少ない可能性がある。 

 

本受益権の市場価格と、本受益権の基準価額および本外国指標連動証券の償還価額の値動きは乖離する

可能性がある 

 

本受益権の市場価格は、市場での需給等に左右されるため、連動対象となる指標の値動きや本受益権の

基準価額および本外国指標連動証券の償還価額の値動きと乖離する可能性がある。なお、本受益権の基

準価額は、本受益権１口当たりの信託財産の評価額であり、本外国指標連動証券１券面の額面金額当た

りの償還価額を受益権付与率で除することにより算出される（小数点以下は切り上げる。）。 

 

本受益権に係る為替リスク 

 

各本外国指標連動証券および／または各本受益権は、米ドル建て指数であるS&P/JPX 配当貴族指数（米

ドルヘッジ、課税後配当込み）および税引後配当込東証REIT米ドルヘッジ指数を円換算したパフォーマ

ンスに連動しているため、為替相場の変動により影響を受ける。これにより、本受益権の価額が、投資

元本を割り込むことがある。  
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投資家は本受益権の信託財産である本外国指標連動証券に関して利息の支払を受けるものではなく、本

指数に含まれる契約に関していかなる権利も有さない 

 

投資家は、本受益権の信託財産である本外国指標連動証券に関して定期的な利息の支払を受けない。投

資家は、本外国指標連動証券および／または本受益権の連動指標である本指数に含まれる指数構成銘柄

に投資している投資家であれば有する権利を有さない。 

 

本外国指標連動証券および／または本受益権の時価は、多数の予測不能な要因の影響を受けるおそれが

ある 

 

本外国指標連動証券および／または本受益権の時価は、購入日以降、変動するおそれがある。また投資

家は、本受益権を市場で売却した場合には多額の損失を被るおそれがある。発行会社は、一般にどの要

因よりも本外国指標連動証券および／または本受益権の時価に影響を及ぼすのは、連動先指数の構成銘

柄および本指数自体の価値であると考えている。複数のその他の要因（その多くは発行会社のコント

ロールが及ばないものである。）が本外国指標連動証券および／または本受益権の時価に影響を及ぼす

こととなる。本外国指標連動証券および／または本受益権の時価に影響を及ぼす主な要因としては、以

下が挙げられる。 

・連動先指数の水準 

・本受益権の市場における需給状態（本受益権のマーケット・メーカーにおける在庫ポジションを含

む。） 

・本外国指標連動証券の満期までの残存期間 

・金利 

・認識されている発行会社または保証会社の信用力 

・上場および店頭取引の株式デリバティブ市場における需給状態 

・同じ連動先指数を対象とする仕組商品市場における需給状態およびヘッジ活動 

これらの要因は複雑な形で相互に関係している場合があり、一つの要因が本外国指標連動証券および／

または本受益権の時価に及ぼす影響によって別の要因の影響が相殺されたり、または別の要因の影響が

拡大する場合がある。 

 

本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の期限前償還または消却 

 

本外国指標連動証券は、調整事由の発生、債務不履行事由の発生または発行会社による本外国指標連動

証券に基づく債務の履行の全部もしくは一部が違法になったかもしくは物理的に実行不可能になった場

合その他の要因により、期限前償還金額の支払をすることにより期限前償還される可能性がある。かか

る期限前償還金額は、いかなる場合であっても、本外国指標連動証券の償還または消却に関連して発行

会社によりまたは発行会社に代わって負担された（または負担される予定の）一切の費用、損失および

経費（もしあれば）（ヘッジ解約費用を含み、これらに限定されない。）が差し引かれる。かかる費用、

損失および経費は、本外国指標連動証券の所持人が償還または消却時に受領する金額を減少させ、期限

前償還金額をゼロまで減少させる可能性がある。発行会社は、何らかの、または特定の方法でヘッジ取

引を行う義務を負っておらず、費用、損失および経費が最低限となる（または最低限となることが期待

される）方法でヘッジ取引を行うことを要求されない。 
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インデックス・スポンサーの方針、ならびに連動先指数の構成および評価に影響を及ぼす変更は、本外

国指標連動証券および／または本受益権に対して支払われる金額ならびにその時価に影響を及ぼすおそ

れがある 

 

連動先指数の水準の計算に関するインデックス・スポンサーの方針、ならびに連動先指数の構成および

評価に影響を及ぼす変更が連動先指数にどのように反映されるかは、連動先指数の数値、ひいては満期

時または償還時に本外国指標連動証券および／または本受益権に対して支払われる金額ならびに満期前

の本外国指標連動証券および／または本受益権の時価に影響するおそれがある。 

 

最終評価日において市場混乱事由が発生しておりまたは存在する場合には、償還価額の決定が延期され

ることがある 

 

最終評価日における本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の償還価額の決定は、計算代理人が、

かかる最終評価日において市場混乱事由が発生しているかまたは存在していると判断した場合には、こ

れを延期することができる。ただし、決定が延期されたにもかかわらず、延期後の日においても市場混

乱事由が発生しているかまたは存在している場合には、計算代理人は、かかる日において、市場環境を

考慮した上で償還価額を決定することができる。 

 

本指数に関する過去の水準は、本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の満期までの期間中の、

本指数の将来のパフォーマンスを示すと解釈すべきではない 

 

本外国指標連動証券および／または本受益権の連動指標である本指数が将来上昇するかまたは下落する

かを正確に予想することは不可能である。本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の満期までの

期間中の本指数の実際のパフォーマンス、および満期時または償還時に支払われる金額は、本指数の過

去の水準とは関係していない。 

 

本外国指標連動証券および／または本受益権に関する市場の流動性は、時間の経過とともに大幅に変化

する可能性がある 

 

本外国指標連動証券および／または本受益権の数量または額面総額は、本外国指標連動証券の任意償還、

期限前償還および／または本受益権の転換によりいつでも減少する可能性がある。したがって、いずれ

かのシリーズの本受益権の市場の流動性は、本外国指標連動証券および／または本受益権の満期までの

期間中に大幅に変化する可能性がある。 

 

投資家と計算代理人との間に利益相反の可能性が存在する 

 

本外国指標連動証券に関してノムラ・インターナショナル・ピーエルシーが計算代理人を務めている。

計算代理人は、とりわけ、そのシリーズの満期時または償還時に当該シリーズの本外国指標連動証券に

関して投資家に支払われる償還価額を決定する。 

 

本指数のインデックス・スポンサーが本指数の算出または公表を中止または一時停止した場合、当該シ

リーズの本外国指標連動証券および／または本受益権の時価を決定することが難しくなる可能性がある。

これらの事象が発生した場合、または本指数の数値が市場混乱事由その他の理由により入手もしくは算
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出できない場合には、計算代理人は、その単独の裁量により本指数の数値を誠実に見積もることを要求

される場合がある。 

 

計算代理人は、その職務を履行する際、自身で判断を行う。例えば、計算代理人は、評価日（最終評価

日を含む。）において、本指数に影響する市場混乱事由が発生または存在しているか否かを決定しなけ

ればならない場合がある。この判断は結局、その事由によって、スワップ・カウンターパーティのヘッ

ジ・ポジションを解約する能力が著しく阻害されることとなったか否かについての計算代理人の判断に

かかっている。これらの計算代理人による判断は、いずれかのシリーズの本外国指標連動証券および／

または本受益権の時価に影響するおそれがあるため、計算代理人がそのような判断を行う必要がある場

合、計算代理人は相反する利益を有する可能性がある。 
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＜NEXT NOTES 野村AIビジネス70（ネットリターン）ETN、NEXT NOTES 高ベータ30（ネットリターン）

ETNおよびNEXT NOTES 低ベータ50（ネットリターン）ETNに関する情報＞ 

 

本外国指標連動証券の概要 

 

１ 利息 

本外国指標連動証券には利息は付されない。 

 

２ 償還および買入 

(a) 満期償還 

以下の規定に従い期限前に償還または買入消却されない限り、各本外国指標連動証券は、NEFに

より、2037年２月６日（以下「満期償還日」という。）に、額面金額１万円につき、以下の算式に

従って算出される金額（０円以上の金額とし、以下「満期償還額」という。）により償還される。 

10,000円 × 
最終評価日における償還価額 

IL0 

 

最終評価日（下記「(c) 用語の定義」に定義する。）またはその直後に、計算代理人（下記

「12 その他 (3) 代理契約」に定義する。）は、NEFおよび代理人（下記「12 その他 (3) 代

理契約」に定義する。）に対して、満期償還日における満期償還額を書面で通知するものとする。

代理人は、下記「９ 通知」に従い、NEFを代理して、本外国指標連動証券の所持人に対して速やか

に同様の内容を通知する。 

 

(b) 早期償還 

上記「(a) 満期償還」にかかわらず、早期償還決定期間（下記「(c) 用語の定義」に定義す

る。）中のいずれかの日に償還価額が０以下となった場合（かかる日を、以下「早期終了日」とい

う。）、本外国指標連動証券は、早期終了日の10営業日後の日に０円で自動的に償還される。疑義

を避けるため付言すれば、本外国指標連動証券の所持人に対しては、償還金額は支払われないもの

とする。 

 

(c) 用語の定義 

本書において、以下の用語は、以下の意味を有する。 

「インデックス・ 

 スポンサー」とは、 

 本指数に関連して、(ⅰ)かかる本指数に関連するルールおよび手続ならびに計

算方法および調整方法（もしあれば）を設定および検討する責任を有し、また

(ⅱ)各予定取引所営業日に（直接またはその代理人を通じて）かかる本指数の

水準を定期的に公表する会社またはその他の事業体をいう。 

「営業日」とは、  東京およびロンドンにおいて、商業銀行および外国為替市場が、支払の決済を

行い、通常の業務（外国為替取引および外貨預金取引を含む。）を営んでいる

日をいう。 

「管理費用」とは、  0.85％（＝0.0085）をいう。 

「関連取引所」とは、  計算代理人が、その単独かつ完全な裁量により、本外国指標連動証券に関して

重要であると判断する、本指数に関連する先物取引またはオプション取引が行

われる取引所または相場システムをいう。 

「規定通貨」とは、  日本円をいう。 
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「最終評価日」とは、  満期償還日の10営業日前の日をいう。 

野村AIビジネス70（ネットリターン）連動債の場合： 

償還価額を算出するために使用される野村AIビジネス70（配当課税考慮済指

数）の決定にあたり、かかる日が予定取引所営業日ではないかまたは障害日の

場合、野村AIビジネス70（配当課税考慮済指数）は、障害日でない翌予定取引

所営業日において情報配信ソースに表示される終値を用いて決定されるものと

する。野村AIビジネス70（配当課税考慮済指数）が最終評価日の８予定取引所

営業日後の日までに決定されない場合、計算代理人は、その単独かつ完全な裁

量により決定した野村AIビジネス70（配当課税考慮済指数）を用いて、最終評

価日における償還価額を決定するものとする。 

  野村日本株高ベータ・セレクト30（ネットリターン）連動債の場合： 

償還価額を算出するために使用される野村日本株高ベータ・セレクト30（配当

課税考慮済指数）の決定にあたり、かかる日が予定取引所営業日ではないかま

たは障害日の場合、野村日本株高ベータ・セレクト30（配当課税考慮済指数）

は、障害日でない翌予定取引所営業日において情報配信ソースに表示される終

値を用いて決定されるものとする。野村日本株高ベータ・セレクト30（配当課

税考慮済指数）が最終評価日の８予定取引所営業日後の日までに決定されない

場合、計算代理人は、その単独かつ完全な裁量により決定した野村日本株高

ベータ・セレクト30（配当課税考慮済指数）を用いて、最終評価日における償

還価額を決定するものとする。 

  野村日本株低ベータ・セレクト50（ネットリターン）連動債の場合： 

償還価額を算出するために使用される野村日本株低ベータ・セレクト50（配当

課税考慮済指数）の決定にあたり、かかる日が予定取引所営業日ではないかま

たは障害日の場合、野村日本株低ベータ・セレクト50（配当課税考慮済指数）

は、障害日でない翌予定取引所営業日において情報配信ソースに表示される終

値を用いて決定されるものとする。野村日本株低ベータ・セレクト50（配当課

税考慮済指数）が最終評価日の８予定取引所営業日後の日までに決定されない

場合、計算代理人は、その単独かつ完全な裁量により決定した野村日本株低

ベータ・セレクト50（配当課税考慮済指数）を用いて、最終評価日における償

還価額を決定するものとする。 

「参照通貨」とは、  日本円をいう。 

「市場混乱事由」とは、  取引障害または取引所障害で、計算代理人が重大であると判断するものが、評

価時刻までの１時間の間のいずれかの時点で、発生もしくは存在しているこ

と、または早期終了をいう。 

   「取引障害」とは、(ⅰ)本取引所における本指数の水準の20％以上を構成す

る有価証券に関連する取引に関し、または(ⅱ)関連取引所における本指数に関

する先物取引もしくはオプション取引につき、本取引所、関連取引所もしくは

その他が許容する制限を超える変動を理由として、本取引所もしくは関連取引

所により課せられた取引の停止または制限をいう。 

 「取引所障害」とは、市場参加者が、一般的に、(ⅰ)本取引所における本指

数の水準の20％以上を構成する有価証券の取引を実行し、もしくはその時価を

取得する機能を失いもしくは毀損し、または(ⅱ)関連取引所における本指数に

関する先物取引もしくはオプション取引を実行し、もしくはその時価を取得す

る機能を失い、もしくは毀損すると計算代理人によって決定される事由（早期

終了を除く。）をいう。 

 「早期終了」とは、本取引所または関連取引所の取引所営業日における予定

終了時刻前の取引終了をいう。ただし、かかる早期終了時刻について、(ⅰ)か

かる取引所営業日の本取引所または関連取引所の通常取引時間の実際の終了時
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刻と(ⅱ)かかる取引所営業日の実際の終了時刻における執行のために本取引所

または関連取引所のシステムに入れられる注文の提出締切時刻のいずれか早い

方の１時間前までに本取引所または関連取引所が発表している場合を除く。 

「障害日」とは、  本取引所または関連取引所がその通常の取引時間に取引を行うことができない

か（関連取引所の場合、計算代理人が重大であると判断するもの）、または市

場混乱事由が生じている予定取引所営業日をいう。計算代理人は、NEFおよび代

理人に対し、その状況下で実務上可能な限り速やかに、障害日でなければ取引

所営業日であった日に、障害日の発生について通知する。 

「早期償還決定期間」 

とは、 

 当初評価日（当日を除く。）から最終評価日（当日を除く。）までの期間をい

う。 

野村AIビジネス70（ネットリターン）連動債の場合： 

償還価額を算出するために使用される野村AIビジネス70（配当課税考慮済指

数）を決定するにあたり、早期償還決定期間のいずれかの日が予定取引所営業

日でないかまたは障害日の場合、計算代理人は、かかる日の直前に情報配信

ソースに最後に表示された野村AIビジネス70（配当課税考慮済指数）を用い

て、またはその単独かつ完全な裁量により、かかる日における償還価額を決定

するものとする。 

  野村日本株高ベータ・セレクト30（ネットリターン）連動債の場合： 

償還価額を算出するために使用される野村日本株高ベータ・セレクト30（配当

課税考慮済指数）を決定するにあたり、早期償還決定期間のいずれかの日が予

定取引所営業日でないかまたは障害日の場合、計算代理人は、かかる日の直前

に情報配信ソースに最後に表示された野村日本株高ベータ・セレクト30（配当

課税考慮済指数）を用いて、またはその単独かつ完全な裁量により、かかる日

における償還価額を決定するものとする。 

  野村日本株低ベータ・セレクト50（ネットリターン）連動債の場合： 

償還価額を算出するために使用される野村日本株低ベータ・セレクト50（配当

課税考慮済指数）を決定するにあたり、早期償還決定期間のいずれかの日が予

定取引所営業日でないかまたは障害日の場合、計算代理人は、かかる日の直前

に情報配信ソースに最後に表示された野村日本株低ベータ・セレクト50（配当

課税考慮済指数）を用いて、またはその単独かつ完全な裁量により、かかる日

における償還価額を決定するものとする。 

「通貨関連障害」とは、  以下の(ⅰ)または(ⅱ)のいずれかをいう。 

(ⅰ)計算代理人がその単独の裁量により判断するところにより、NEFもしくはそ

の関連会社またはノミニーもしくはヘッジ・カウンターパーティーが、下記の

参照通貨に関する事項を行うことを、直接または間接に妨げるかまたは遅延さ

せる効力を有する事由が発生および／または存在していること。 

(a)慣習的な正規のチャネルを通じて、参照通貨と規定通貨を交換すること。 

(b)参照通貨の流通域内に所在する国内機関の為替レートと少なくとも同程度に

有利な為替レートで参照通貨と規定通貨を交換すること。 

(c)規定通貨を参照通貨の流通域内における口座から参照通貨の流通域外の口座

に送金すること。 

(d)参照通貨の流通域内の口座間でまたは参照通貨の流通域内の非居住者である

当事者に参照通貨を送金すること。 

(e)規定通貨におけるその対象となるヘッジの価値を効果的に認識すること。 

(ⅱ)参照通貨の流通域内における政府その他の当局が、本外国指標連動証券に

関するポジションをヘッジするNEFの能力に重大な影響を与えるかまたはかかる

ヘッジを解消させる可能性があると計算代理人が誠実に判断する資本的な規制

を課す予定があることを公表したこと。 
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参照通貨および規定通貨がいずれも日本円の場合、通貨関連障害に係る規定は

適用されないものとする。 

「当初評価日」とは、  2017年２月27日をいう。 

野村AIビジネス70（ネットリターン）連動債の場合： 

償還価額を算出するために使用される野村AIビジネス70（配当課税考慮済指

数）の決定にあたり、かかる日が予定取引所営業日ではないかまたは障害日の

場合、計算代理人は、かかる日の直前に情報配信ソースに最後に表示された野

村AIビジネス70（配当課税考慮済指数）を用いて、またはその単独かつ完全な

裁量により、当初評価日における償還価額を決定するものとする。 

  野村日本株高ベータ・セレクト30（ネットリターン）連動債の場合： 

償還価額を算出するために使用される野村日本株高ベータ・セレクト30（配当

課税考慮済指数）の決定にあたり、かかる日が予定取引所営業日ではないかま

たは障害日の場合、計算代理人は、かかる日の直前に情報配信ソースに最後に

表示された野村日本株高ベータ・セレクト30（配当課税考慮済指数）を用い

て、またはその単独かつ完全な裁量により、当初評価日における償還価額を決

定するものとする。 

  野村日本株低ベータ・セレクト50（ネットリターン）連動債の場合： 

償還価額を算出するために使用される野村日本株低ベータ・セレクト50（配当

課税考慮済指数）の決定にあたり、かかる日が予定取引所営業日ではないかま

たは障害日の場合、計算代理人は、かかる日の直前に情報配信ソースに最後に

表示された野村日本株低ベータ・セレクト50（配当課税考慮済指数）を用い

て、またはその単独かつ完全な裁量により、当初評価日における償還価額を決

定するものとする。 

「取引所営業日」とは、  本取引所または関連取引所が予定終了時刻よりも早く終了するか否かにかかわ

らず、それぞれの通常の取引時間において取引が行われるために本取引所およ

び関連取引所が営業を行っている予定取引所営業日をいう。 

「取引日」とは、  2017年２月９日をいう。 

「評価時刻」とは、  本取引所における予定終了時刻をいう。ただし、本取引所が予定終了時刻より

早く終了した場合、評価時刻は実際の終了時刻とする。 

「ヘッジ・カウンター 

 パーティー」とは、 

 NEFの関連会社、関係会社もしくはNEFが支配する会社、またはNEFもしくはその

関連会社もしくはノミニーがヘッジ取引を締結している会社を含む（ただし、

これらに限られない）あらゆる法域の当事者をいう。 

「ヘッジコストの増加」 

とは、 

 NEFおよび／またはその関連会社が、(ⅰ)本外国指標連動証券の発行および本外

国指標連動証券に基づく義務の履行に係る株価もしくはその他の価格に関する

NEFのリスクをヘッジするために必要と判断した取引もしくは資産の取得、設

定、再設定、代替、維持、解約もしくは処分を行うため、または(ⅱ)かかる取

引もしくは資産からの収益の実現、回収もしくは送金を行うために（取引日現

在の状況と比較して）著しく増加した租税、賦課金、費用または手数料（仲介

手数料を除く。）を負担する場合をいう。ただし、かかる著しい増加額が、NEF

および／またはその関連会社の信用力の低下のみに起因する場合、ヘッジコス

トの増加とはみなされない。 

「ヘッジ障害」とは、  NEFおよび／またはその関連会社が商業上合理的な努力を行ったにもかかわら

ず、(ⅰ)本外国指標連動証券の発行および本外国指標連動証券に基づく義務の

履行に係る株価もしくはその他の価格に関するNEFのリスクをヘッジするために

必要と判断した取引もしくは資産の取得、設定、再設定、代替、維持、解約も

しくは処分を行うことが不可能である場合、または(ⅱ)かかる取引もしくは資

産からの収益の実現、回収もしくは送金を行うことが不可能である場合をい

う。 
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「ヘッジ取引」とは、  NEF、その関連会社またはノミニーが、本外国指標連動証券に基づくNEFの義務

の負担および履行を個別にまたはポートフォリオベースでヘッジするために行

う(ⅰ)有価証券、オプション、先物、デリバティブもしくは外国為替に関する

ポジションもしくは契約、(ⅱ)株式貸借取引または(ⅲ)その他の商品もしくは

取引（その表示方法を問わない。）の１つまたは複数の購入、売却、締結また

は維持をいう。 

「ヘッジ・ポジション」 

とは、 

 NEFおよび／またはその関連会社が、本外国指標連動証券を個別にまたはポート

フォリオベースでヘッジするために行う(ⅰ)有価証券、オプション、先物、デ

リバティブもしくは外国為替に関するポジションもしくは契約、(ⅱ)株式貸借

取引または(ⅲ)その他の商品もしくは取引（その表示方法を問わない。）の１

つまたは複数の購入、売却、締結または維持をいう。 

「法令変更」とは、  取引日以降、(ⅰ)適用法令（税法を含むが、これらに限られない。）の採択も

しくは変更により、または(ⅱ)正当な管轄権を有する裁判所、法廷もしくは規

制当局による適用法令の解釈の公表もしくは変更（税務当局が講じた一切の措

置を含む。）により、計算代理人が、(a)NEFおよび／もしくはその関連会社が

ヘッジ・ポジションを維持、取得もしくは処分することが違法となったか、ま

たは(b)本外国指標連動証券に基づく義務を履行するためにNEFおよび／もしく

はその関連会社が負担する費用が著しく増加することになる（NEFおよび／もし

くはその関連会社の租税債務の増加、税制上の優遇措置の減少もしくは課税状

況に不利なその他の影響による場合を含むが、これらに限られない。）と判断

する場合をいう。 

「本指数」とは、  野村AIビジネス70（ネットリターン）連動債の場合： 

野村AIビジネス70（配当課税考慮済指数）（Nomura AI Companies 70, Net 

Total Return）をいう。 

野村日本株高ベータ・セレクト30（ネットリターン）連動債の場合： 

野村日本株高ベータ・セレクト30（配当課税考慮済指数）（Nomura Japan 

Equity High Beta Select 30, Net Total Return）をいう。 

野村日本株低ベータ・セレクト50（ネットリターン）連動債の場合： 

野村日本株低ベータ・セレクト50（配当課税考慮済指数）（Nomura Japan 

Equity Low Beta Select 50, Net Total Return）をいう。 

「本取引所」とは、  株式会社東京証券取引所をいい、その承継取引所を含むものとする。 

「予定取引所営業日」 

とは、 

 本取引所および関連取引所のいずれもが通常取引時間での取引を行う予定の日

をいう。 

「予定終了時刻」とは、  本取引所または関連取引所および予定取引所営業日に関し、かかる予定取引所

営業日の本取引所または関連取引所の平日の予定終了時刻をいう。時間外また

は通常時間外の他の取引は考慮しない。 

「ILt」または「償還価額」とは、  当初評価日（当日を含む。）から最終評価日（当日を含む。）までの期間のい

ずれかの暦日（t）において、以下の算式により計算代理人が決定する値をい

う。 

  野村AIビジネス70（ネットリターン）連動債の場合： 

  
ILt = ILt-1 × 

(NMRCNRAI[t]) 
× (1 - 管理費用 × 

1 
) 

(NMRCNRAI[t-1]) 365 

   

  野村日本株高ベータ・セレクト30（ネットリターン）連動債の場合： 

  
ILt = ILt-1 × 

(NMRCNRHB[t]) 
× (1 - 管理費用 × 

1 
) 

(NMRCNRHB[t-1]) 365 
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  野村日本株低ベータ・セレクト50（ネットリターン）連動債の場合： 

  
ILt = ILt-1 × 

(NMRCNRLB[t]) 
× (1 - 管理費用 × 

1 
) 

(NMRCNRLB[t-1]) 365 

   

「IL0」とは、  100をいう。 

「NMRCNRAI[t]」または 

「野村AIビジネス70 

 （配当課税考慮済指数）」 

とは、 

 ブルームバーグの「NMRCNRAI Index」のページまたは計算代理人が決定する後

継もしくは代替のページもしくは情報配信ソースに表示される、いずれかの日

の野村AIビジネス70（配当課税考慮済指数）の終値をいう。 

「NMRCNRAI[0]」とは、  当初評価日における野村AIビジネス70（配当課税考慮済指数）をいう。 

「NMRCNRHB[t]」または 

「野村日本株高ベータ・ 

 セレクト30 

 （配当課税考慮済指数）」 

とは、 

 ブルームバーグの「NMRCNRHB Index」のページまたは計算代理人が決定する後

継もしくは代替のページもしくは情報配信ソースに表示される、いずれかの日

の野村日本株高ベータ・セレクト30（配当課税考慮済指数）の終値をいう。 

「NMRCNRHB[0]」とは、  当初評価日における野村日本株高ベータ・セレクト30（配当課税考慮済指数）

をいう。 

「NMRCNRLB[t]」または 

「野村日本株低ベータ・ 

 セレクト50 

 （配当課税考慮済指数）」 

とは、 

 ブルームバーグの「NMRCNRLB Index」のページまたは計算代理人が決定する後

継もしくは代替のページもしくは情報配信ソースに表示される、いずれかの日

の野村日本株低ベータ・セレクト50（配当課税考慮済指数）の終値をいう。 

「NMRCNRLB[0]」とは、  当初評価日における野村日本株低ベータ・セレクト50（配当課税考慮済指数）

をいう。 

「t」とは、  当初評価日（当日を含む。）から最終評価日（当日を含む。）までの連続する

各暦日の数字を表し、当初評価日の場合には０を意味し、当初評価日後の第１

暦日目の日の場合には１を意味し、第２暦日目の日の場合には２を意味し、以

降同様とする。 

 

(d) 本指数の調整 

(イ)承継指数 

本指数が(ⅰ)インデックス・スポンサーにより算出および公表されないが、計算代理人に受入

れ可能な後継のスポンサーにより算出および公表される場合または(ⅱ)本指数の計算に用いられ

るものと同一もしくは実質的に同様であると計算代理人が判断する算式および計算方法を用いて

承継の指数に置き換えられる場合、かかる指数（以下「承継指数」という。）は本指数とみなさ

れる。 

(ロ)調整事由 

(ⅰ)インデックス・スポンサーが本指数の算式もしくは計算方法につき著しい変更を行う旨を

公表するかもしくはその他の方法により本指数を著しく修正する場合（構成株式および資本構成

ならびにその他の慣例的事由に変更が生じた場合に本指数を維持するために行われる算式もしく

は方法の修正を除き、以下「本指数の修正」という。）、もしくは本指数を恒久的に取消し、承

継指数が存在しない場合（以下「本指数の取消し」という。）、(ⅱ)インデックス・スポンサー

が本指数の算出および公表を行わない場合（本指数の修正および本指数の取消しとあわせて以下

「指数調整事由」という。）、または(ⅲ) 計算代理人が、その単独の裁量により、法令変更、

ヘッジ障害、ヘッジコストの増加もしくは通貨関連障害（以下それぞれを「追加障害事由」とい
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う。）が生じたと判断した場合、NEFは、その単独の裁量により、下記(あ)または(い)に記載す

る行為を行うことができる。 

(あ) 計算代理人に対して、満期償還額および／または本外国指標連動証券のその他の条件に

ついて、調整事由（以下に定義する。）に対応するための相応な調整（もしあれば）を行

い、かかる調整の発効日を決定するように要求する。 

(い) 下記「９ 通知」に従い本外国指標連動証券の所持人に対して通知を行うことにより、本

外国指標連動証券を償還する。本外国指標連動証券が償還される場合、NEFは、下記「９ 

通知」に従い本外国指標連動証券の所持人に対して通知された日に、各本外国指標連動証

券の所持人に対して期限前償還金額（下記「(f) 税制変更による繰上償還」に定義する。）

を支払うものとする。 

「調整事由」とは、指数調整事由または追加障害事由をいう。 

(ハ)指数の訂正 

インデックス・スポンサーにより公表され、本外国指標連動証券に関する何らかの計算または

判定に用いられた指数の水準が、その後訂正され、本指数の水準に関連して決定された金額およ

び／または利率の訂正を要する場合であって、その本指数の水準の訂正が当初の公表日から１取

引所営業日以内にインデックス・スポンサーによって公表された場合（ただし、いかなる状況に

おいても関連する支払期日以前に限る。）、計算代理人は、(ⅰ)かかる訂正、(ⅱ)計算代理人に

より算出されるかかる訂正により発生する支払額および(ⅲ)かかる訂正により生じる本外国指標

連動証券の条件への必要な範囲内の調整を、かかる訂正が公表された後可及的速やかにNEFおよ

び代理人に通知するものとする。 

 

＜免責事項＞ 

野村AIビジネス70（ネットリターン）連動債の場合： 

本指数は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権およびその他一切の権利

は野村證券株式会社に帰属する。なお、野村證券株式会社は、本指数の正確性、完全性、信頼性、

有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、本指数の利用者およびその関連会

社が本指数を用いて行う事業活動・サービスに関し一切責任を負わない。 

また、指数算出において、電子計算機の障害または天災地変その他やむを得ない事由が発生し

た場合は、指数算出を延期または中止することがある。 

本指数は株式会社日本経済新聞社とは無関係であり、かつ何ら株式会社日本経済新聞社が推奨

および保証するものではない。 

 

野村日本株高ベータ・セレクト30（ネットリターン）連動債および野村日本株低ベータ・セレクト

50（ネットリターン）連動債の場合： 

本指数は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権およびその他一切の権利

は野村證券株式会社に帰属する。なお、野村證券株式会社は、本指数の正確性、完全性、信頼性、

有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、本指数の利用者およびその関連会

社が本指数を用いて行う事業活動・サービスに関し一切責任を負わない。 

また、指数算出において、電子計算機の障害または天災地変その他やむを得ない事由が発生し

た場合は、指数算出を延期または中止することがある。 
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(e) 本外国指標連動証券の所持人の選択による償還 

本外国指標連動証券の所持人が、下記「９ 通知」に従い、所持人の選択による償還日（以下に

定義する。）に先立つ15日以上30日以内の事前の通知をNEFに対して行った場合、NEFは、所持人の

選択による償還日に、本外国指標連動証券を所持人の選択による償還額（以下に定義する。）によ

り償還しなければならない。ただし、かかる本外国指標連動証券の所持人による償還請求は、額面

金額２億円以上１万円単位の本外国指標連動証券に関するものに限り、行うことができる。 

「所持人の選択による償還日」とは、発行日（当日を含む。）から満期償還日（当日を含まな

い。）までの、各営業日をいう。本外国指標連動証券の額面金額当たりの「所持人の選択による償

還額」とは、計算代理人がその単独の裁量により商業上合理的な方法で決定する、通知がなされた

日現在の本外国指標連動証券の額面金額の公正な経済価値に相当する金額から、NEFが負担した対

象となる関連ヘッジ取引の解消に係る費用を控除した円貨額をいう。 

本外国指標連動証券の所持人による上記の通知は、取消不能とする。ただし、所持人の選択に

よる償還日より前に債務不履行事由（下記「６ 債務不履行事由」に定義する。）が発生し、かつ

継続している場合、本外国指標連動証券の所持人は、NEFに通知することにより、上記の通知を取

り消すことができ、下記「６ 債務不履行事由」に従い本外国指標連動証券の期限の利益を喪失さ

せ、直ちに支払われるべき旨を宣言することを選択することができる。 

 

(f) 税制変更による繰上償還 

NEFは、下記の場合において、その選択により随時、下記「９ 通知」に従い30日以上60日以内

の（取消不能の）通知を本外国指標連動証券の所持人に対して行うことにより本外国指標連動証

券の全部（一部は不可）を償還することができる。 

(ⅰ) NEF（または保証状（下記「４ 本外国指標連動証券の地位および保証 (b) 本外国指標連動

証券の保証」に定義する。）に基づく支払が要求された場合には保証会社）が、本外国指標連

動証券の当初の発行日以後に効力が発生する、オランダもしくは（場合により）日本もしくは

その行政区画もしくは課税当局の法律もしくは規則の変更もしくは修正により、またはかかる

法律もしくは規則の適用もしくは公的な解釈の変更により、本外国指標連動証券に基づく次回

の支払期日において、下記「８ 課税上の取扱い」に規定する追加額の支払義務が生じたかもし

くは生じうる場合、またはそれぞれの場合において当該支払に関する金額をオランダもしくは

（場合により）日本の課税当局に報告する義務が生じたかもしくは生じうる場合であり、 

(ⅱ) NEF（または保証会社）が利用可能な合理的な手段を講じることによっても、かかる義務を

回避することができない場合。 

ただし、かかる償還の通知は、本外国指標連動証券（または場合により保証状）について支払

期限が到来した場合、NEF（または保証会社）のかかる追加額の支払義務または上述の課税当局に

対し報告義務のある支払を行う義務が生じる最初の日の90日以前は行われないものとする。 

本号に基づく償還の通知に先立ち、NEFは代理人に対し、その所定の事務所において本外国指標

連動証券の所持人の閲覧に供するため、NEFがかかる償還を行う権利を有している旨およびNEFが

償還を行う権利の前提条件を示す事実が発生した旨を記載した、NEFの取締役１名（または保証会

社の代表執行役）の署名ある証明書、およびNEF（または保証会社）が、かかる変更または修正に

よりかかる追加額の支払義務または上述の課税当局に対する報告義務を負っており、または今後

負うこととなる旨の定評ある独立の法律顧問による法律意見書を交付する。 

本号に従い償還される各本外国指標連動証券は、期限前償還金額により償還される。「期限前

償還金額」とは、計算代理人が本指数の動向および必要とみなすその他の要素を考慮し、誠実に

かつ商業上合理的な方法で決定する各本外国指標連動証券の公正な市場価格と等しい金額から、
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かかる期限前償還に関連してNEFが負担した対象となる関連ヘッジ取引の解消に係る費用を含む

（ただし、これらに限られない。）費用を控除した金額をいう。 

上記「(b) 早期償還」、上記「(e) 本外国指標連動証券の所持人の選択による償還」、本号、

次号および下記「６ 債務不履行事由」に別段の定めがある場合を除き、本外国指標連動証券を満

期償還日より前に償還することはできない。 

 

(g) 規制事由による償還 

NEFは、適用ある法令または規則の変更の結果、本外国指標連動証券が未償還であることのみを

理由として、NEFが追加的な法域もしくは規制当局の規制に服することを要求された場合、または

NEFが重大な負担になるとみなす追加的な法律要件もしくは規制に服することとなった、もしくは

今後服することとなる場合、その選択により随時、下記「９ 通知」に従い30日以上60日以内の

（取消不能の）通知を本外国指標連動証券の所持人に対して行うことにより本外国指標連動証券

の全部（一部は不可）を償還することができる。 

本号に従い償還される各本外国指標連動証券は、期限前償還金額により償還される。 

 

(h) 買入 

NEF、保証会社またはその子会社（以下に定義する。）は随時、公開市場におけるか否かを問わ

ず、いかなる価格でも本外国指標連動証券を買い入れることができる。かかる本外国指標連動証

券は、保有、再発行、再売買し、またはNEFの選択により、支払代理人（下記「12 その他 (3) 

代理契約」に定義する。）に消却のために提出することができる。 

本号において、「子会社」とは、NEFまたは保証会社の子会社（1985年会社法第736条に定義さ

れる。）を意味する。 

 

(i) 消却 

償還された全ての本外国指標連動証券は直ちに消却される。このように消却された全ての本外

国指標連動証券および上記「(h) 買入」に従って買入消却された本外国指標連動証券は代理人に

交付され、これを再発行または再売却することはできない。本外国指標連動証券の要項で消却

（償還時を除く。）が要求される恒久大券により表章される本外国指標連動証券の消却は、当該

恒久大券の額面金額の減少により有効となる。 

 

３ 支払 

(a) 支払に関する一般規定 

支払は、あらゆる場合において、(ⅰ)支払の場所において適用ある財務もしくはその他の法律お

よび規則ならびに(ⅱ)1986年合衆国内国歳入法（以下「内国歳入法」という。）第871(m)条に従い

要求される源泉徴収もしくは控除もしくは内国歳入法第1471(b)条に記載の契約に従い要求される

源泉徴収もしくは控除、または内国歳入法第1471条から第1474条までの規定、かかる条項に基づく

規則もしくは合意、かかる条項の公的な解釈もしくはかかる条項に関する政府間の提案を施行する

法律に従って課される源泉徴収もしくは控除に服するが、下記「８ 課税上の取扱い」の規定を妨

げないものとする。 

大券の所持人は、当該大券により表章された本外国指標連動証券に関する支払を受けることので

きる唯一の者であり、NEFおよび保証会社は、当該大券の所持人に対しまたは当該所持人の指図に

従い支払をなすことにより、そのように支払われた各金額について免責される。ユーロクリア・バ

ンク・エス・エー／エヌ・ブイ（以下「ユーロクリア」という。）またはクリアストリーム・バン
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キング・エス・エー（以下「クリアストリーム・ルクセンブルク」という。）の名簿に当該大券に

より表章された本外国指標連動証券の一定の額面金額の実質的な所持人として記載されている者は、

当該大券の所持人に対しまたは当該所持人の指図に従いNEFまたは保証会社が支払った各金額に関

するかかる所持人の持分について、ユーロクリアおよび／または（場合により）クリアストリー

ム・ルクセンブルクに対してのみ支払を請求するものとする。当該大券の所持人以外の者は、当該

大券に関する支払についてNEFまたは保証会社に対する請求権を有しない。 

 

(b) 支払日 

本外国指標連動証券に関する金員の支払期日が、支払日（以下に定義する。）以外の日にあたる

場合には、当該本外国指標連動証券の所持人は当該場所における翌支払日まで支払を受けることが

できず、かつ、かかる支払の繰延に関して、追加利息その他の金員の支払を受けることができない。

本号において、「支払日」とは、東京およびロンドンにおいて、商業銀行および外国為替市場が、

支払の決済を行い、通常の業務（外国為替取引および外貨預金取引を含む。）を営んでいる日をい

う。 

 

(c) 元本および利息の解釈 

「本外国指標連動証券の概要」において、本外国指標連動証券に関する元本には、場合により、

以下のものを含むものとみなす。 

(ⅰ)下記「８ 課税上の取扱い」に基づき、元本に関し支払われることのある追加額。 

(ⅱ)本外国指標連動証券の満期償還額。 

(ⅲ)本外国指標連動証券の期限前償還金額。 

(ⅳ)本外国指標連動証券の所持人の選択による償還額。 

 

４ 本外国指標連動証券の地位および保証 

(a) 本外国指標連動証券の地位 

本外国指標連動証券は、NEFの直接、無条件、非劣後かつ（下記「５ 担保提供制限」に従い）無

担保の債務であり、本外国指標連動証券相互の間において優先または劣後することなく、同順位で

あり、（下記「５ 担保提供制限」に従い、また法律上優先権が認められる一定の債務を除き）NEF

のその時々において残存する現在および将来の他の一切の無担保の非劣後債務と、少なくとも同順

位である。 

 

(b) 本外国指標連動証券の保証 

本外国指標連動証券に関するNEFの支払および交付義務は、2016年９月16日付保証状（以下「保

証状」という。）により保証会社が無条件かつ取消不能の形で保証する。保証状に基づく保証会社

の債務は、保証会社の直接、無条件、非劣後かつ（下記「５ 担保提供制限」に従い）無担保の債

務であり、また、（下記「５ 担保提供制限」に従い、また国税および地方税に関する債務および

その他法律により定められた例外は除き）保証会社の現在および将来の他の一切の無担保の非劣後

債務と、少なくとも同順位である。 

 

５ 担保提供制限 

(a) NEFの担保提供制限 

NEFは、未償還残存（代理契約（下記「12 その他 (3) 代理契約」に定義する。）に定義され

る。）の本外国指標連動証券が存在する限り、NEF自身の債務（以下に定義する。）、または第三
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者の債務について現在もしくは将来の債権者の利益のために行う保証もしくは補償に係る義務を担

保するために、NEFの現在または将来のいかなる事業、資産または収入の全部または一部に対して

も、いかなる抵当権、先取特権、質権その他の担保権も設定せず、また存続させないものとする。

ただし、同時に、当該債務または（場合により）保証もしくは補償と少なくとも同順位かつ同等の

比率をもって本外国指標連動証券も担保される場合、または社債権者集会の特別決議（代理契約に

定義される。）により承認された他の担保もしくは保証が本外国指標連動証券のために提供される

場合は、この限りでない。本項において「債務」とは、満期まで１年を超える期間がある有価証券

上の債務で、かつオランダもしくはその他の地域における証券取引所、店頭登録市場もしくはその

他の有価証券市場で相場が立ち、上場され、通常取引または売買されているか、その予定であるも

のを意味する。 

 

(b) 保証会社の担保提供制限 

保証会社が保証する本外国指標連動証券に未償還残存のものが存在する限り、保証会社は、いか

なる証券（以下に定義する。）の所持人のためにも、(ⅰ)当該証券がその要項により円貨以外の通

貨で支払われるかもしくは円貨以外の通貨で支払を受ける権利を与えるものである場合、または当

該証券が円貨で表示され、かつその元本総額の50％超が保証会社もしくは（保証会社でない場合は）

NEFにより、もしくはその授権に基づいて、当初日本国外で分売される場合であり、かつ(ⅱ)当該

証券が日本国外の証券取引所、店頭登録市場その他の有価証券市場で相場が立ち、上場され、通常

取引もしくは売買されているか、その予定である場合には、①かかる証券に関する支払、②かかる

証券の保証に基づく支払、または③かかる証券に関する補償もしくはその他の債務に基づく支払を

担保するために、保証会社の現在または将来のいかなる財産、資産または収入の全部または一部に

対しても、いかなる抵当権、先取特権、質権その他の担保権も設定せず、また存続を認めないこと

を保証する。ただし、上記のいずれの場合においても、保証状に基づき、同時に、当該証券、保証、

補償もしくはその他類似の債務に関し提供されるか、または残存する担保と同じ担保もしくは社債

権者集会の特別決議により承認された他の担保もしくは保証が、本外国指標連動証券のために提供

される場合は、この限りではない。 

本項において、「証券」とは、発行時から１年を超える期間を有するNEFもしくは保証会社また

はその他の者の社債、ディベンチャー、ノートその他類似の投資証券を意味する。 

 

６ 債務不履行事由 

下記の事由（以下「債務不履行事由」という。）のいずれかが発生し、かつその事由が継続して

いる場合には、各本外国指標連動証券の所持人は、NEFおよび保証会社に対し書面による通知を行う

ことにより（代理人に対しては単に情報を提供する目的でその写しを送付する。）、当該本外国指

標連動証券の所持人が有する本外国指標連動証券につき期限の利益を喪失し、直ちに支払われるべ

き旨を宣言することができ、これにより当該本外国指標連動証券は、呈示、要求、申立その他一切

の通知を要せず期限前償還金額で直ちに償還されるものとする。ただし、NEFおよび保証会社がかか

る通知を受領する前に当該債務不履行事由が治癒された場合はこの限りでない。 

(a) 本外国指標連動証券の元本の償還または本外国指標連動証券に関する証券の交付につき、７日

を超える遅滞があった場合。 

(b) NEFまたは保証会社が、本外国指標連動証券もしくは保証状（もしあれば）に定められるNEFも

しくは（場合により）保証会社の他の約束もしくは約定、または代理契約に定められる本外国指

標連動証券の所持人のための約束もしくは約定の履行または遵守を怠り、かつ、いずれの場合に

おいても、NEFまたは（場合により）保証会社が当該不履行を治癒することを要求する本外国指標
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連動証券の所持人からの書面による通知が（直接であるか代理人を通じてであるかを問わず）NEF

および保証会社に対し交付された後30日間継続した場合。 

(c) 残存元本総額が1,000万米ドル（他の通貨の場合は同額相当）以上のNEFもしくは保証会社の本

外国指標連動証券以外の借入金債務が不履行により期限の利益を喪失した場合、もしくはNEFもし

くは保証会社がかかる債務につき満期においてもしくは適用ある支払猶予期間が経過してもなお

弁済を怠っている場合（もしくはかかる債務が要求払の場合、支払要求の後３営業日、もしくは

これより長期の適用ある支払猶予期間が経過してもなお弁済を怠っている場合）、または現存す

る元本もしくは元本総額が1,000万米ドル（他の通貨の場合は同額相当）以上の第三者の借入金債

務についてNEFもしくは保証会社が付与した保証もしくは補償の履行期が到来し、適用ある支払猶

予期間の経過後履行の請求を受けたにもかかわらず履行されない場合。 

(d) 所在地において管轄権を有する裁判所が、オランダもしくは（場合により）日本において適用

ある破産、支払不能もしくは会社更生に関する法律に基づき、NEFもしくは保証会社の破産もしく

は支払不能を認める決定もしくは命令を下した場合、もしくはNEFもしくは保証会社の会社更生を

求める申立が適正になされたものと認めた場合で、かつ当該決定もしくは命令が継続する60日間

解除もしくは停止されない場合、または、所在地において管轄権を有する裁判所が、オランダも

しくは（場合により）日本において適用ある破産、支払不能もしくは会社更生に関する法律に基

づき、NEFもしくは保証会社の破産もしくは会社更生に関してもしくはその財産の全部もしくは実

質的に全部についてもしくはその解散もしくは清算の事由について管財人、清算人、受託者もし

くは譲受人を選任する決定もしくは命令を下した場合で、かつ当該決定もしくは命令が継続する

60日間解除もしくは停止されない場合。 

(e) NEFまたは保証会社が、オランダもしくは（場合により）日本において適用ある破産法もしくは

会社更生法に基づき自己破産を申立てた場合、NEFもしくは保証会社に対する破産の申立に同意し

た場合、支払猶予（NEFに関してのみ）、会社更生もしくは債務整理を求める申立、答弁もしくは

同意を行った場合、もしくはNEFもしくは保証会社もしくはそれらの財産の全部もしくは実質的に

全部について破産もしくは会社更生の管財人、清算人、受託者もしくは譲受人を選任することに

同意した場合、もしくはそれらの債権者に対して債権譲渡を行い、債務整理を申入れ、もしくは

書面により履行期にある債務の支払ができないことを認めた場合、またはNEFもしくは保証会社が

上記の目的のいずれかを達成するための法人活動を行った場合。 

(f) 社債権者集会の特別決議によりその条件が承認された新設合併、事業結合、吸収合併もしくは

事業再編成を目的としもしくはこれに基づく場合、または存続会社がそれぞれ本外国指標連動証

券もしくは保証状に基づくNEFもしくは保証会社の債務の一切を有効に引き受けることとなる新設

合併、事業結合、吸収合併もしくは事業再編成を目的としもしくはこれに基づく場合を除き、NEF

または保証会社がその営業の全部もしくは実質的に全部を停止し、またはその資産の全部もしく

は実質的に全部を処分した場合。ただし、保証会社については、保証会社を持株会社とする事業

再編成または保証会社を持株会社の傘下に置く事業再編成の場合で、その結果保証会社が営業の

全部もしくは実質的に全部を停止し、またはその資産の全部もしくは実質的に全部を処分するこ

ととなっても、本項は適用されないものとする。 

(g) 理由の如何を問わず、保証状（上記(f)に言及される事業再編成後の承継者たる保証会社によっ

て調印がなされた保証状を含む。）が完全な効力を生じない（または保証会社がその旨主張する）

場合。 

上記(c)に関して、米ドル以外の通貨による借入金債務は、期限の利益を喪失したか、または（場

合により）当該債務不履行事由が発生した日（ロンドン時間）において、代理人が指定した主要銀

行により表示されるロンドンにおける米ドル買いに対する当該通貨の売りのための直物相場で換算
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するものとする（ただし、理由の如何を問わず、当日にかかるレートを得られない場合は、その後

に最も早く入手可能な日におけるレートによる。）。 

 

７ 社債権者集会、変更および権利放棄 

代理契約は、本外国指標連動証券および代理契約の一定の条項を特別決議により修正することを

承認することを含む、本外国指標連動証券の所持人の利益に影響を与える事項について審議するた

めに社債権者集会を招集することについて、定めている。 

NEF、（場合により）保証会社または本外国指標連動証券の元本残高の10分の１以上を有する本外

国指標連動証券の所持人は、社債権者集会を招集することができる。特別決議を採択するための社

債権者集会の定足数は、本外国指標連動証券の元本残高の過半を保有または代表する１名以上の者、

その延会においては、保有または代表される本外国指標連動証券の元本金額の如何にかかわらず、

本外国指標連動証券の所持人本人またはその代理人１名以上の者とする。ただし、本外国指標連動

証券の規定の修正（本外国指標連動証券の償還日の修正、本外国指標連動証券の元本の減額もしく

は取消、交換条項付社債もしくはエクイティ・リンク償還条項付社債の償還に関する資産（もしあ

れば）の交付に係る規定の変更、もしくは本外国指標連動証券の支払通貨を変更する場合を含

む。）、または代理契約の一定の条項の修正を議題とする集会においては、特別決議を採択するた

めに必要な定足数は、３分の２以上を保有または代表する１名以上の者、その延会においては、本

外国指標連動証券の元本残高の３分の１以上を保有または代表する１名以上の者とする。社債権者

集会で採択された特別決議は、出席の有無にかかわらず本外国指標連動証券の所持人の全てを拘束

する。 

代理人、NEFおよび保証会社は、本外国指標連動証券の所持人の同意を得ることなく、以下につい

て合意することができる。 

(a) （NEFおよび保証会社の意見において）本外国指標連動証券の所持人の利益に重要な影響のない

本外国指標連動証券、代理契約、ディード・オブ・コベナントおよび／または保証状の条項の修

正（上記に述べた場合を除く。）（本外国指標連動証券の所持人の個別の状況または特定の法域

における調整による課税もしくはその他の結果は勘案しない。）。 

(b) 本外国指標連動証券、代理契約、ディード・オブ・コベナントおよび／または保証状について

の（NEFおよび保証会社の意見において）形式的、軽微もしくは技術的な修正、または明白な誤記

の訂正もしくは適用ある法令の強行規定に従うための訂正。 

かかる修正は、本外国指標連動証券の所持人の全てを拘束する。また、かかる修正後は、下記

「９ 通知」に従い本外国指標連動証券の所持人に可及的速やかにその旨通知される。 

 

８ 課税上の取扱い 

本外国指標連動証券に投資しようとする申込人は、各申込人の状況に応じて、本外国指標連動証

券に投資することによる課税上の取扱いおよびリスクまたは本外国指標連動証券に投資することが

適当か否かについて各自の財務・税務顧問に相談する必要がある。 

本外国指標連動証券に係るNEFによる支払または保証状に基づく保証会社による支払は全て、オラ

ンダ（NEFの場合）もしくは日本（保証会社の場合）またはそれらの行政区画もしくはそれらの課税

当局もしくはそれらの域内の課税当局によりまたはそれらに代わって、現在または将来において課

され、賦課され、徴税され、源泉徴収され、課税されるあらゆる性質の税金、賦課金、公租公課を

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

源泉徴収または控除を法により強制される場合を除く。この場合、NEFまたは（場合により）保証会

社は、本外国指標連動証券の所持人がかかる源泉徴収または控除の後に受領する本外国指標連動証
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券の元本の純受取額が、かかる源泉徴収または控除がなければ本外国指標連動証券について受領し

たであろう金額と等しくなるように必要な追加額を支払うものとする。ただし、かかる追加額は以

下の本外国指標連動証券に関しては支払われないものとする。 

(ⅰ) 本外国指標連動証券を保有する以外に、(x)NEFによる支払の場合にはオランダと何らかの関連

を有すること、(y)保証状に基づく保証会社による支払の場合には①日本の税法上日本の居住者も

しくは日本法人と扱われ、または②その他日本と関連を有することを理由として、かかる税金、

賦課金、公租公課を負担する本外国指標連動証券の所持人によりまたはかかる者に代わって支払

のために呈示がなされた本外国指標連動証券。 

(ⅱ) 関連日（以下に定義する。）後30日を過ぎて支払のために呈示がなされた本外国指標連動証券

（ただし、本外国指標連動証券の所持人がかかる30日目に支払のためにこれを呈示していたなら

ば受領することができた当該追加額を除く。）。 

(ⅲ) オランダまたは日本において支払のために呈示がなされた本外国指標連動証券。 

本項において「関連日」とは、当該支払について最初に支払期日が到来した日、または支払われ

るべき金員の全額が当該期日までに代理人により受領されていない場合は、当該金員の全額が受領

され、その旨の通知が下記「９ 通知」に従い本外国指標連動証券の所持人に対してなされた日を意

味する。 

 

９ 通知 

本外国指標連動証券に関する全ての通知は、ロンドンで講読される代表的な英語の日刊新聞に掲

載された場合に有効とみなされる。かかる掲載はロンドンのフィナンシャル・タイムズ紙になされ

る予定である。かかる通知は、掲載された日付、または複数回掲載される場合もしくは複数の新聞

紙での掲載を要求される場合には、掲載を要求される全ての新聞紙に最初に掲載された時点での日

付をもって、なされたものとみなされる。 

ユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルクのために大券が全部保管されている限り、

かかる新聞への掲載の方法に代えて、本外国指標連動証券の所持人に対する連絡のためユーロクリ

アおよびクリアストリーム・ルクセンブルクへ通知を交付するという方法をとることができる。か

かる通知は、ユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルクが通知を受領した日に本外国

指標連動証券の所持人になされたものとみなされる。 

本外国指標連動証券の所持人による通知は書面によるものとし、これを関連する本外国指標連動

証券とともに代理人に預託するものとする。大券が各本外国指標連動証券を表章している間も、本

外国指標連動証券の所持人は、代理人およびユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブル

クが認める方法で、ユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルクを通じて代理人にかか

る通知を行うことができる。 

 

10 消滅時効 

本外国指標連動証券は、それぞれの関連日（上記「８ 課税上の取扱い」に定義する。）から元本

の支払および／または資産の交付については10年の期間内に元本に関する請求がなされない場合は

失効する。 

 

11 準拠法および送達代理人の任命 

代理契約、ディード・オブ・コべナント、本外国指標連動証券および保証状（ならびに代理契約、

ディード・オブ・コべナント、保証状および本外国指標連動証券ならびに本外国指標連動証券の発
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行および買入に関する一切の契約に起因してまたはこれらに関連して生じる非契約的債務）は英国

法に準拠するものとし、これに従って解釈される。 

NEFおよび保証会社はそれぞれ、本外国指標連動証券の所持人のために、英国の裁判所が本外国指

標連動証券から生じるかまたは本外国指標連動証券に関して生ずるあらゆる紛争（本外国指標連動

証券に起因してまたは本外国指標連動証券に関連して生じる非契約的債務に関する紛争を含む。）

を解決する管轄権を有すること、したがって本外国指標連動証券から生じるかまたは本外国指標連

動証券に関して生じる訴訟または手続（以下「訴訟手続」と総称する。）が英国の裁判所に提起で

きることに、取消不能の形で合意する。 

NEFおよび保証会社は、英国（本書提出日現在、ロンドン市 EC4R 3AB エンジェル・レーン１）に

登録された住所を有するノムラ・インターナショナル・ピーエルシーを英国における訴訟手続に関

する英国における送達代理人に取消不能の形で任命し、同社が送達代理人としての職務の遂行を停

止したときは他の送達代理人を任命する。 

 

12 その他 

(1) 代わり券 

本外国指標連動証券が紛失、盗失、毀損、汚損または滅失した場合、代理人の所定の事務所に

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

を提出することを条件として、代わり券を発行することができる。毀損または汚損した本外国指

標連動証券については、代わり券が発行される前にこれを提出しなければならない。 

 

(2) 承継 

(Ⅰ) NEFの承継 

(a) NEFの承継に関する前提条件 

本外国指標連動証券に関連して、NEFは、本外国指標連動証券の所持人の同意なしに、承継債

務会社（下記「(e) 承継債務会社」に定義する。）に代替しまたは承継することができる。た

だし、以下の事項を条件とする。 

(ⅰ)承継債務会社および保証会社が、承継が完全な効力を有するために必要な代理契約の別紙

５記載の様式の捺印証書（以下「捺印証書」という。）およびその他の書類（もしあれば）

（捺印証書とあわせて以下「書類」という。）を作成し、当該書類の下で、（上記の一般性

を制限することなく）承継債務会社が、NEF（または全ての前任の承継債務会社）に代わり、

本外国指標連動証券の主要な債務者として、本外国指標連動証券、代理契約およびディー

ド・オブ・コベナントにその名称が記載されていたかのように、本外国指標連動証券の所持

人のために、本外国指標連動証券の要項（下記(b)に記載の方法による修正を含む。）ならび

に代理契約およびディード・オブ・コベナントの規定に従うことを約束し、それに基づき保

証会社が、主要な債務者としての承継債務会社の本外国指標連動証券により支払うべき金額

の全額の支払および／または本外国指標連動証券に関する交付義務を、各本外国指標連動証

券の所持人に対して無条件かつ取消不能の形で保証すること。 

(ⅱ)書類が、以下の表明および保証を含むこと。 

(あ) 承継債務会社 

(Ａ)かかる承継に必要な一切の企業、政府および規制当局による許可および同意ならびに書

類に基づく承継債務会社の義務の履行に必要な一切の企業、政府および規制当局による許

可および同意を取得しており、かかる許可および同意が全て完全に有効であること。 

-265-



(Ｂ)書類に基づいて承継債務会社が負う義務は、いずれもそれぞれの条項に従って法的に有

効かつ拘束力を有していること。 

(い) 保証会社（保証会社が保証を付与し、かつ捺印証書に基づき保証が与えられている本外

国指標連動証券について） 

(Ａ)かかる保証の付与に必要な一切の企業、政府および規制当局による許可および同意なら

びに書類に基づく保証会社の義務の履行に必要な一切の企業、政府および規制当局による

許可および同意を取得しており、かかる許可および同意が全て完全に有効であること。 

(Ｂ)書類に基づいて保証会社が負う義務および保証は、いずれもそれぞれの条項に従って法

的に有効かつ拘束力を有していること。 

(ⅲ)本外国指標連動証券が上場されている各証券取引所、上場承認機関および／または取引相

場システム（もしあれば）が、提案されている承継債務会社の承継後も本外国指標連動証券

がかかる証券取引所、上場承認機関および／または取引相場システムにおいて引続き上場さ

れること、売買されることおよび／または取引が行われることを確認すること。 

(ⅳ)NEFおよび承継債務会社が、場合により、代理人に対し、英国における主要な法律事務所か

らNEFを代理して提出される、書類が英国法に基づいて法的に有効かつ拘束力を有するNEFお

よび承継債務会社の義務を構成する旨のディーラーを宛先とした法律意見書（かかる意見書

は承継債務会社によるNEFの承継の日付の前７日以内の日付で作成され、代理人の所定の事務

所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供されることを要する。）を、保管の

ため交付しまたは交付させること。 

(ⅴ)NEFが、代理人に対し、オランダにおける主要な法律事務所からNEFを代理して提出される、

オランダ法に基づきNEFが書類を締結する能力および権限を有している旨のディーラーを宛先

とした法律意見書（かかる意見書は承継債務会社によるNEFの承継の日付の前７日以内の日付

で作成され、代理人の所定の事務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供さ

れることを要する。）を、保管のため交付しまたは交付させること。 

(ⅵ)承継債務会社が、代理人に対し、承継債務会社の法域における主要な法律事務所から承継

債務会社を代理して提出される、当該法域における法律に基づいて承継債務会社が書類を締

結する能力および権限を有している旨のディーラーを宛先とした法律意見書、また承継債務

会社が英国以外の法域に属する場合は、書類が当該法律に基づいて法的に有効かつ拘束力を

有する承継債務会社の義務を構成する旨のディーラーを宛先とした法律意見書（かかる意見

書は承継債務会社によるNEFの承継の日付の前７日以内の日付で作成され、代理人の所定の事

務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供されることを要する。）を、保管

のため交付しまたは交付させること。 

(ⅶ)保証会社が、代理人に対し、英国における主要な法律事務所から保証会社を代理して提出

される書類（保証会社が承継債務会社について付与する保証状を含む。）が英国法に基づい

て法的に有効かつ拘束力を有する保証会社の義務を構成する旨のディーラーを宛先とした法

律意見書（かかる意見書は承継債務会社によるNEFの承継の日付の前７日以内の日付で作成さ

れ、代理人の所定の事務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供されること

を要する。）を、保管のため交付しまたは交付させること。 

(ⅷ)保証会社が、代理人に対し、日本における主要な法律事務所から保証会社を代理して提出

される、日本法に基づき保証会社が書類（保証会社が承継債務会社について付与する保証状

を含む。）を締結する能力および権限を有している旨のディーラーを宛先とした法律意見書

（かかる意見書は承継債務会社によるNEFの承継の日付の前７日以内の日付で作成され、代理
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人の所定の事務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供されることを要す

る。）を、保管のため交付しまたは交付させること。 

(ⅸ)本外国指標連動証券につき債務不履行事由が存在しないこと。 

(b) 承継債務会社による引受け 

上記(a)に定める書類が作成された場合、承継債務会社は、NEF（または前任の承継債務会社）

に代わり、本外国指標連動証券の主要な債務者として本外国指標連動証券にその名称が記載さ

れたものとみなされ、これに基づき、本外国指標連動証券は、承継が効力を有するよう修正さ

れたものとみなされる。発行会社としてのNEF（またはかかる前任の承継債務会社）は、書類の

作成をもって、本外国指標連動証券の主要な債務者としての一切の義務を免除される。 

(c) 書類の預託 

本外国指標連動証券が未償還であり、かつ承継債務会社または保証会社に対して本外国指標

連動証券または書類に関し本外国指標連動証券の所持人によりなされた請求につき終局判決、

和解または免責がなされていない限り、書類は、代理人に預託され保管される。書類において

承継債務会社および保証会社は、各本外国指標連動証券の所持人が、本外国指標連動証券また

は書類につき強制執行するため、書類を作成する権利を認めるものとする。 

(d) 承継通知 

書類の作成後15日以内に、承継債務会社は、かかる承継について上記「９ 通知」に従って、

本外国指標連動証券の所持人に対して通知するものとする。 

(e) 承継債務会社 

「承継債務会社」とは、直接的または間接的に野村ホールディングス株式会社により100％保

有される会社を意味する。 

 

(Ⅱ) 保証会社の承継 

(a) 保証会社の承継に関する前提条件 

本外国指標連動証券に関連して、保証会社は、本外国指標連動証券の所持人の同意なしに、

承継保証会社（下記「(e) 承継保証会社」に定義する。）に代替しまたは承継することができ

る。ただし、以下の事項を条件とする。 

(ⅰ)かかる承継が、野村ホールディングス株式会社およびその連結子会社またはそれにより構

成される企業グループ内の再編成による場合においてのみ行われること。 

(ⅱ)承継保証会社が、承継が完全な効力を有するために必要な書類（以下「保証会社承継書類」

という。）を作成し、当該書類の下で、（上記の一般性を制限することなく）承継保証会社

が、保証会社（または全ての前任の承継保証会社）に代わり、本外国指標連動証券の保証会

社として、本外国指標連動証券および代理契約にその名称が記載されていたかのように、本

外国指標連動証券の所持人のために、本外国指標連動証券の要項（下記(b)に記載の方法によ

る修正を含む。）および代理契約の規定に従うことを約束すること。 

(ⅲ)保証会社承継書類が、承継保証会社による以下の表明および保証を含むこと。 

(Ａ)かかる承継に必要な一切の企業、政府および規制当局による許可および同意ならびに保

証会社承継書類に基づく承継保証会社の義務の履行に必要な一切の企業、政府および規制

当局による許可および同意を取得しており、かかる許可および同意が全て完全に有効であ

ること。 

(Ｂ)保証会社承継書類に基づいて承継保証会社が負う義務は、いずれもそれぞれの条項に

従って法的に有効かつ拘束力を有していること。 
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(ⅳ)本外国指標連動証券が上場されている各証券取引所、上場承認機関および／または取引相

場システム（もしあれば）が、提案されている承継保証会社の承継後も本外国指標連動証券

がかかる証券取引所、上場承認機関および／または取引相場システムにおいて引続き上場さ

れること、売買されることおよび／または取引が行われることを確認すること。 

(ⅴ)保証会社および（場合により）承継保証会社が、代理人に対し、ディーラーを宛先とした

以下の法律意見書を、保管のため交付しまたは交付させること。 

(Ａ)英国における主要な法律事務所から保証会社を代理して提出される、保証会社承継書類

が英国法に基づいて法的に有効かつ拘束力を有する保証会社および承継保証会社の義務を

構成する旨の法律意見書（かかる意見書は承継保証会社による保証会社の承継の日付の前

７日以内の日付で作成され、代理人の所定の事務所において本外国指標連動証券の所持人

による閲覧に供されることを要する。）。 

(Ｂ)日本における主要な法律事務所から保証会社を代理して提出される、日本法に基づき保

証会社が保証会社承継書類を締結する能力および権限を有している旨ならびに保証会社承

継書類が日本法に基づいて法的に有効かつ拘束力を有する保証会社の義務を構成する旨の

法律意見書（かかる意見書は承継保証会社による保証会社の承継の日付の前７日以内の日

付で作成され、代理人の所定の事務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に

供されることを要する。）。 

(Ｃ)承継保証会社の法域における主要な法律事務所から承継保証会社を代理して提出される、

当該法域における法律に基づいて承継保証会社が保証会社承継書類を締結する能力および

権限を有している旨の法律意見書、また承継保証会社が英国以外の法域に属する場合は、

保証会社承継書類が当該法律に基づいて法的に有効かつ拘束力を有する承継保証会社の義

務を構成する旨の法律意見書（かかる意見書は承継保証会社による保証会社の承継の日付

の前７日以内の日付で作成され、代理人の所定の事務所において本外国指標連動証券の所

持人による閲覧に供されることを要する。）。 

(ⅵ)本外国指標連動証券につき債務不履行事由が存在しないこと。 

(b) 承継保証会社による引受け 

上記(a)に定める保証会社承継書類が作成された場合、承継保証会社は、保証会社（または前

任の承継保証会社）に代わり、本外国指標連動証券の保証会社として本外国指標連動証券にそ

の名称が記載されたものとみなされ、これに基づき、本外国指標連動証券は、承継が効力を有

するよう修正されたものとみなされる。保証会社（またはかかる前任の承継保証会社）は、保

証会社承継書類の作成をもって、本外国指標連動証券について保証会社としての一切の義務を

免除される。 

(c) 保証会社承継書類の預託 

本外国指標連動証券が未償還であり、かつ承継保証会社に対して本外国指標連動証券または

保証会社承継書類に関し本外国指標連動証券の所持人によりなされた請求につき終局判決、和

解または免責がなされていない限り、保証会社承継書類は、代理人に預託され保管される。保

証会社承継書類において承継保証会社は、各本外国指標連動証券の所持人が、本外国指標連動

証券または保証会社承継書類につき強制執行するため、保証会社承継書類を作成する権利を認

めるものとする。 

(d) 承継通知 

保証会社承継書類の作成後15日以内に、承継保証会社は、かかる承継について上記「９ 通知」

に従って、本外国指標連動証券の所持人に対して通知するものとする。 
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(e) 承継保証会社 

「承継保証会社」とは、NEFの最終的な親会社であるかまたはNEFと最終的な親会社が同一で

ある会社のいずれかを意味する。ただし、後者の場合、承継日におけるかかる承継保証会社の

格付が、保証会社の格付以上である場合に限る。 

 

(3) 代理契約 

本外国指標連動証券は、発行会社としてのノムラ・バンク・インターナショナル・ピー・エ

ル・シーおよびNEF、保証会社としての野村ホールディングス株式会社および野村證券株式会社、

発行代理人兼主支払代理人および代理銀行としてのシティバンク・エヌ・エー・ロンドン（以下

「代理人」といい、承継者たる代理人を含む。）、代理契約に記載のその他の支払代理人（代理

人とあわせて以下「支払代理人」といい、追加の支払代理人または承継者たる支払代理人を含

む。）、代理契約に記載の計算代理人（以下「計算代理人」といい、承継者たる計算代理人を含

む。）ならびに代理契約に記載の受渡代理人（以下「受渡代理人」といい、追加の受渡代理人ま

たは承継者たる受渡代理人を含む。）の間の2013年８月５日付の変更および改訂済代理契約（以

下「代理契約」といい、随時修正、補完および／または改訂を含む。）に従い、その利益を享受

して発行される。 

 

(4) 様式、額面および所有権 

本外国指標連動証券は無記名式で発行され、円建てで、外国指標連動証券の額面金額は１万円

である。 

以下に記載される条件に従って、本外国指標連動証券の所有権は受渡により移転する。NEF、保

証会社、代理人、支払代理人および受渡代理人は、（満期が到来しているか否かを問わず、また、

本外国指標連動証券の所有に係る通知、または本外国指標連動証券の紛失もしくは盗失に係る券

面上の記載もしくは通知の有無にかかわらず）本外国指標連動証券の持参人をその完全な権利者

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

げない。 

当該時点においてユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルクの名簿に特定の額面

金額の当該本外国指標連動証券の所持人として登録されている者は、NEF、保証会社、支払代理人

および受渡代理人により全ての点（本外国指標連動証券の元金の支払に関する事項を除く。かか

る事項については、大券の条項に従い、大券の所持人が、NEF、保証会社、支払代理人および受渡

代理人により当該本外国指標連動証券の所持人として取り扱われるものとし、「本外国指標連動

証券の所持人」およびこれに関連する用語はこれに従って解釈される。）において当該額面金額

の本外国指標連動証券の所持人として取り扱われる（この場合、いずれかの者の口座に貸記され

ている本外国指標連動証券の額面金額に関してユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセン

ブルクが発行した証明書その他の書類は、明白な誤りがある場合を除き、全ての点において、最

終的なものとして、拘束力を有するものとする。）。ユーロクリアまたはクリアストリーム・ル

クセンブルクの共通預託機関または共通保管機関により保管される大券により表章される本外国

指標連動証券は、その時点におけるユーロクリアまたは（場合により）クリアストリーム・ルク

センブルクのルールおよび手続に従ってのみ、これを譲渡することができる。 

本外国指標連動証券は、恒久大券の形態で発行され、確定券面に交換することはできない。 

NEFおよびディーラーが別途合意した場合を除き、次の文言が、全ての恒久大券に記載される。 

「本証券を保有する合衆国人（合衆国内国歳入法に定義される。）は、内国歳入法第165(j)条

および第1287(a)条に定められる制限を含む合衆国所得税法上の制限に服する。」 
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上記文言に言及された条文は、合衆国の本外国指標連動証券の所持人が、一定の例外を除き、

本外国指標連動証券に関する損失を税務上控除することができず、また、本外国指標連動証券に

係る売却、処分、償還または元本の支払による利益について譲渡益課税の適用を受けることがで

きない旨を定めている。 

 

(5) 代理人、支払代理人、計算代理人および受渡代理人 

代理人（発行代理人兼主支払代理人）、支払代理人、計算代理人および受渡代理人の名称なら

びにそれぞれの当初の所定の事務所は、以下のとおりである。 

代理人（発行代理人兼主支払代理人） 

シティバンク・エヌ・エー・ロンドン 

（Citibank, N.A., London） 

ロンドン市 E14 5LB、カナリー・ワーフ、カナダ・スクエア、シティグループ・センター 

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

支払代理人 

ノムラ・バンク（ルクセンブルク）エス・エー 

（Nomura Bank (Luxembourg) S.A.） 

エスペランジュ L-5826、ガスペリッシュ通り33番A棟 

（Bâtiment A, 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange） 

計算代理人 

ノムラ・インターナショナル・ピーエルシー 

（Nomura International plc） 

ロンドン市 EC4R 3AB エンジェル・レーン１ 

（1 Angel Lane, London EC4R 3AB） 

受渡代理人 

本外国指標連動証券については指定されていない。 

NEFおよび保証会社は、以下の全ての条件を満たす場合には、支払代理人、計算代理人および／

もしくは受渡代理人の指名を変更もしくは終了させる権利ならびに／または追加のもしくはその

他の支払代理人、計算代理人もしくは受渡代理人を指名する権利ならびに／または支払代理人、

計算代理人もしくは受渡代理人の所定の事務所の変更を承認する権利を有する。 

(ⅰ)NEFが設立された法域を除くヨーロッパ大陸内に支払代理人を常置すること。 

(ⅱ)計算代理人が任命された本外国指標連動証券に関し計算代理人を常置すること。 

(ⅲ)代理人を常置すること。 

変更、終了、指名または移行は、上記「９ 通知」に従って、本外国指標連動証券の所持人に対

する30日以上45日以内の事前の通知がなされた後にのみ（(ⅰ)支払不能の場合、または(ⅱ)支払

代理人が、内国歳入法第1471条から第1474条までの規定、かかる条項に基づく規則もしくは合意、

もしくはかかる条項の公的な解釈もしくはかかる条項に関する政府間の提案を施行する法律に

従って定義される「外国金融機関」であり、「パススルー支払」に対する源泉徴収税の施行日以

降に「参加外国金融機関」とはならないかもしくは同日以降に「参加外国金融機関」ではなくな

る場合もしくは「パススルー支払」に対する源泉徴収税の施行日以降に「パススルー支払」に対

する源泉徴収税を免除されるようにならないかもしくは同日以降に「パススルー支払」に対する

源泉徴収税を免除されなくなる場合（上記の用語は内国歳入法第1471条から第1474条までの規定、

かかる条項に基づく規則もしくは合意、もしくはかかる条項の公的な解釈もしくはかかる条項に
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関する政府間の提案を施行する法律に従い定義される。）には、「パススルー支払」に対する源

泉徴収税の施行日以降、いずれの場合も直ちに）効力を生じるものとする。 

代理人、その他の支払代理人、計算代理人および受渡代理人は、代理契約に基づき職務を行う

際に、NEFおよび保証会社の代理人としてのみ職務を行い、本外国指標連動証券の所持人に対して

義務を負わず、また、本外国指標連動証券の所持人と代理または信託の関係を有しない。ただし、

（本外国指標連動証券の所持人に対し本外国指標連動証券の償還の支払をするNEFまたは場合によ

り保証会社の義務に影響を及ぼすことなく）本外国指標連動証券に関して期限が到来した額の支

払のために代理人が受領した資金は、上記「10 消滅時効」に定められた消滅時効期間が満了する

まで、代理人が本外国指標連動証券の所持人のために保管する。代理契約は、一定の事情の下で

の代理人、支払代理人、計算代理人および受渡代理人に対する補償およびそれらの責任免除のた

めの規定を含んでおり、また、代理人およびその他の支払代理人がNEFおよび保証会社との間で営

業上の取引を行うことができ、かかる取引から生じた利益を本外国指標連動証券の所持人に帰属

させる義務を負わない旨の規定を含んでいる。代理契約には、代理人が吸収合併もしくは組織変

更を行った事業体、代理人との間で新設合併を行った事業体または代理人がその資産のほぼ全て

を譲渡した事業体を承継代理人として認める条項が規定されている。 

 

(6) 追加発行 

NEFは、本外国指標連動証券の所持人の同意を得ることなく、全ての点（またはその発行総額、

および発行価格を除く全ての点）において本外国指標連動証券と同じ要項の社債を随時成立させ

発行し、かかる社債を未償還の本外国指標連動証券と統合して単一のシリーズとすることができ

る。 
 

-271-



指数の概要 

 

野村AIビジネス70（配当課税考慮済指数） 

野村AIビジネス70（配当課税考慮済指数）（以下本「指数の概要 野村AIビジネス70（配当課税考慮済

指数）」において「本指数」という。）は、AI（人工知能）に関するビジネスについてマスメディアを

通して報道された企業70銘柄を構成銘柄とする、等金額型の指数である。本指数の組入対象となる銘柄

は、国内金融商品取引所に上場する全ての普通株式から、ニュース、雑誌、新聞等の各種メディアにお

ける記事検索結果を基にした定量的な評価指標により選定される。記事検索には「人工知能」と、AIを

活用して選んだ複数の関連キーワードを用いる。 

本指数の指数値の基準日は2001年11月30日とし、基準日の指数値（基準値）を10,000とする。配当課税

を考慮した指数値（配当課税考慮済指数値）の計算にあたっては、国内居住者に対する税率を適用する。 

 

定期入替え 

定期入替日を12月第１営業日（前営業日の引け後）の年１回とし、直前の10月15日（休日の場合は前営

業日）を定期入替基準日とする。 

 

銘柄選定母集団 

銘柄選定母集団は、定期入替基準日の直前の３月末時点における国内金融商品取引所に上場する全ての

銘柄のうち、定期入替基準日における浮動株調整時価総額上位98％に相当する銘柄群とする。ただし、

新設合併銘柄および定期入替基準日の直前の４月から９月末までに新規上場した銘柄のうち、浮動株調

整時価総額上位約85％に相当する銘柄は銘柄選定母集団に含まれるものとし、定期入替基準日時点の外

国株式等の銘柄は除外される。その中で過去60日の平均売買代金上位90％を満たす銘柄を対象にスコア

を計算する。 

 

指数構成銘柄の選定方法 

・人工知能順位スコア(※１)が小さい銘柄から順に、10銘柄まで採用する。ただし、同じスコアの銘

柄があった場合は、過去60日平均売買代金が高い順に最大70銘柄まで採用する。 

・上記で採用された銘柄が70銘柄に達していない場合は、続いて人工知能順位スコアと関連キーワー

ド順位スコア(※２)の平均順位スコアが小さい銘柄から順に、上記で採用された銘柄と合わせて70

銘柄となるまで採用する。ただし、同じ平均順位スコアの銘柄があった場合は、人工知能順位スコ

アが小さい順に70銘柄まで採用する。その際、同じ人工知能順位スコアの銘柄があった場合には、

過去60日平均売買代金が高い順に70銘柄まで採用する。 

 

(※１)人工知能順位スコア 

・スコア計算対象となる銘柄選定母集団の銘柄に対して人工知能に関する記事を検索する。入替基準

日の前日から１年前の入替基準日までの期間に対して記事検索を行った結果の記事数を、各銘柄に

対する「直近年の人工知能記事スコア」とする。 

・１年前の入替基準日の前日から２年前の入替基準日までの期間に対して、人工知能に関する記事検

索を行った結果の記事数を、各銘柄に対する「１年前の人工知能記事スコア」とする。 

・（直近年の人工知能記事スコア×２）＋（１年前の人工知能記事スコア）によって重み付けしたス

コアが大きい方から付けた順位（昇順）を、スコア計算対象となる銘柄選定母集団の銘柄に対する

「人工知能順位スコア」とする。 
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(※２)関連キーワード順位スコア 

・スコア計算対象となる銘柄選定母集団の銘柄に対して関連キーワードに関する記事を検索する。入

替基準日の前日から１年前の入替基準日までの期間に対して、関連キーワードに関する記事検索を

行った結果の記事数を、各銘柄に対する「直近年の関連キーワード記事スコア」とする。 

・１年前の入替基準日の前日から２年前の入替基準日までの期間に対して記事検索を行った結果の記

事数を、各銘柄に対する「１年前の関連キーワード記事スコア」とする。 

・（直近年の関連キーワード記事スコア×２）＋（１年前の関連キーワード記事スコア）によって重

み付けしたスコアが大きい方から付けた順位（昇順）を、スコア計算対象となる銘柄選定母集団銘

柄に対する「関連キーワード順位スコア」とする。 

・なお、関連キーワードは毎年６月15日（休日の場合は前営業日）に見直しを検討する。５年前の４

月１日から直前の３月31日までの５年間の政府官公庁、研究機関の人工知能に関する公表資料等に

基づいて、人工知能と関連性が高いキーワードを年１回選定する。 

 

構成銘柄の組入比率 

定期入替基準日において、「指数構成銘柄の選定方法」に基づき選定した70銘柄を構成銘柄とし、各構

成銘柄のウエイトが等しくなるようにして本指数を構築する。 

 

野村日本株ベータ・セレクト指数 

野村日本株ベータ・セレクト指数は、国内金融商品取引所に上場する全ての普通株式の中から、日本株

市場リターンおよびドル円為替レートリターンに対するベータ値（感応度）等に基づいた定量的な指標

の上位30銘柄を組み入れた「野村日本株高ベータ・セレクト30」と、下位50銘柄を組み入れた「野村日

本株低ベータ・セレクト50」という２種類の指数の総称であり、いずれも浮動株調整時価総額加重型

（個別銘柄のウエイト上限５％）の指数である。 

野村日本株ベータ・セレクト指数の指数値の基準日は2000年12月29日とし、基準日の指数値（基準値）

を10,000とする。 

 

定期入替え 

定期入替日を、６月第１営業日（５月最終営業日の引け後）および12月第１営業日（11月最終営業日の

引け後）の年２回とし、定期入替日の前月第５営業日を定期入替基準日とする。 

 

銘柄選定母集団 

銘柄選定母集団は、６月の定期入替日の場合は、前年の３月末時点、12月の定期入替日の場合は、直前

の３月末時点における国内金融商品取引所に上場する全ての銘柄のうち、定期入替日の直前の10月15日

時点（休日の場合は前営業日）における浮動株調整時価総額上位98％に相当する銘柄群とする。ただし、

新設合併銘柄および12月の定期入替日の場合は、直前の４月から９月末、６月の定期入替日の場合は、

前年４月から直前の３月末までに新規上場した銘柄のうち、浮動株調整時価総額上位約85％に相当する

銘柄は銘柄選定母集団に含まれるものとし、定期入替基準日時点の外国株式等の銘柄は除外される。そ

の中で定期入替基準日時点における大型銘柄（銘柄選定母集団の浮動株調整時価総額上位85％相当）で、

かつ過去60日の平均売買代金上位500銘柄を満たす銘柄を対象にスコアを計算する。 
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指数構成銘柄の選定方法 

 

野村日本株高ベータ・セレクト30（配当課税考慮済指数） 

「野村日本株高ベータ・セレクト30」は、市場連動性等を表す３つのスコア（市場ベータ、為替ベータ、

モメンタム）に基づいた定量的な指標値が高い30銘柄を組み入れる。配当課税を考慮した指数値（配当

課税考慮済指数値）の計算にあたっては、国内居住者に対する税率を適用する。 

 

野村日本株低ベータ・セレクト50（配当課税考慮済指数） 

「野村日本株低ベータ・セレクト50」は、市場連動性等を表す３つのスコア（市場ベータ、為替ベータ、

銘柄固有リスク）に基づいた定量的な指標値が低い50銘柄を組み入れる。配当課税を考慮した指数値

（配当課税考慮済指数値）の計算にあたっては、国内居住者に対する税率を適用する。 

 

・市場ベータ 

定期入替基準日における過去60ヶ月分の個別銘柄の月次株価リターンを月次市場リターンで線形回帰し

た際の回帰係数を「市場ベータ」スコアとする。 

 

・為替ベータ 

定期入替基準日における過去60ヶ月分の個別銘柄の月次株価リターンを月次ドル円為替レートリターン

で線形回帰した際の回帰係数を「為替ベータ」スコアとする。 

 

・モメンタム 

定期入替基準日における過去11ヶ月分の個別銘柄の月次株価リターンを月次市場リターンで線形回帰し

た際の回帰切片を「モメンタム」スコアとする。 

 

・銘柄固有リスク 

定期入替基準日における過去60ヶ月分の個別銘柄の月次株価リターンを月次市場リターンで線形回帰し

た際の回帰残差の標準偏差を「銘柄固有リスク」スコアとする。 

 

構成銘柄の組入比率 

野村日本株ベータ・セレクト指数の指数構成銘柄の組入ウエイトは、定期入替基準日時点の浮動株調整

時価総額に比例した比率とする。ただし、組入ウエイトの上限を５％とし、上限超過分を浮動株調整時

価総額に応じて他の銘柄に比例配分する。 
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投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項 

 

本受益権または本外国指標連動証券に関するリスク要因 

 

本受益権の信託財産である本外国指標連動証券は、発行会社の担保の裏付けがない証券であり、担保付

債務ではない。また本外国指標連動証券および／または本受益権のリターンは、各本外国指標連動証券

および／または各本受益権の連動指標である野村AIビジネス70（配当課税考慮済指数）、野村日本株高

ベータ・セレクト30（配当課税考慮済指数）および野村日本株低ベータ・セレクト50（配当課税考慮済

指数）（以下個別にまたは総称して「本指数」または「連動先指数」という。）のパフォーマンスに連

動している。本外国指標連動証券および／または本受益権に投資することは、連動先指数の構成銘柄に

直接投資することと同じではない。 

 

本「投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項」の項では、本受益権への投資を検討するに

あたり投資家になろうとする者が考慮すべきリスク要因について記載する。投資家は、本受益権に投資

する前に、以下に記載のリスクに関する情報のほか、本書中に記載のその他の情報を熟読すべきである。 

 

以下に明示されている各リスクは、本受益権への投資に内在する主要なリスクを説明したものである。

以下に明示されている各リスクは、発行会社の事業、業務、財務状態または見通しに重大な悪影響を及

ぼす可能性があり、結果的には投資家が本受益権に関して受領するリターンに重大な悪影響を及ぼす可

能性がある。さらに以下に明示されている各リスクは、本外国指標連動証券および／または本受益権の

取引価格または本受益権に基づく投資家の権利に悪影響を及ぼすおそれがあり、その結果、投資家は投

資金額の全部または一部を失うおそれがある。 

 

本受益権に投資しようとする者は、下記のリスクが、発行会社が直面しているリスクまたは本外国指標

連動証券および／または本受益権の性質により生じうるリスクの全てではない点に留意するべきである。

発行会社は、その業務および発行されうる本外国指標連動証券に関連するリスクのうち、自らが重要で

あると考えるリスクのみを記載している。発行会社が現在重要でないと考えている、または現在認識し

ていないその他のリスクが存在する可能性があり、これらのいずれかが投資家が本受益権に関して受領

するリターンに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。本受益権に投資しようとする者は、本外国指標連

動証券および／または本受益権に関するリスクを十分に理解できない場合、別途投資に関する助言を求

めるべきである。 

 

発行会社または保証会社の信用リスク 

 

本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の償還金額の支払は発行会社または保証会社の義務と

なっている。したがって、発行会社または保証会社の倒産や財務状況の悪化等により発行会社または保

証会社が本外国指標連動証券の償還金額を支払わず、または支払うことができない場合には、投資家は

損失を被りまたは投資元本を割り込むことがあり、投資元本の全てを失うこともある。 
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信用格付の引き下げは、本外国指標連動証券および／または本受益権の価格の低下につながるおそれが

ある 

 

本外国指標連動証券および／または本受益権の価値は、部分的に、発行会社または保証会社の信用力に

対する投資家の一般的な評価の影響を受けると予想される。格付機関は発行会社または保証会社の格付

けの引下げや取消を行い、または格下げの可能性ありとして「クレジット・ウォッチ」に指定されるこ

とがある。その結果、本外国指標連動証券および／または本受益権の価格の低下につながるおそれがあ

る。 

 

満期時または償還時の連動先指数の水準が、開始日時点の当該指数の水準を上回った場合でも、投資家

が受領する金額が本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の元本を割り込む場合がある 

 

本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の管理費用は、本外国指標連動証券の満期時または償還

時において投資家が受領する償還金額を減少させ、また管理費用および償還手数料は任意償還または期

限前償還において投資家が受領する償還金額を減少させるため、投資家が本外国指標連動証券の満期時

または償還時において少なくとも投資元本を受領するには、本外国指標連動証券および／または本受益

権の連動指標である本指数の数値が上昇する必要がある。償還価額の決定に際して管理費用は毎日計算

され参考終値から差し引かれるため、手数料の正味の影響は時間の経過とともに累積されていくもので

あり、本書に定められる所定の年率にて差し引かれる。したがって、本指数の水準が上昇しない場合も

しくは本外国指標連動証券および／もしくは本受益権の連動指標である本指数の水準の上昇が管理費用

（任意償還もしくは期限前償還の場合には、それに加え償還手数料）のマイナスの影響を相殺するのに

十分なものでない場合、または本外国指標連動証券および／もしくは本受益権の連動指標である本指数

の水準が低下した場合には、投資家が満期時または償還時において受領する金額が投資元本を下回り、

またはゼロになる可能性がある。 

 

本受益権の上場廃止その他本信託の終了事由が発生した場合に投資家が受領する金額は、本受益権の信

託財産である本外国指標連動証券の満期まで本受益権を保有していた場合に受領し得た金額よりも少な

い可能性がある 

 

本受益権の上場廃止その他本信託の終了事由が発生した場合、投資家は、残余財産として本外国指標連

動証券の償還価額相当額を受領することが予定されている。この場合に投資家が受領する金額は、本受

益権の信託財産である本外国指標連動証券の満期までに本受益権を保有していた場合に受領し得た金額

よりも少ない可能性がある。 

 

本受益権の市場価格と、本受益権の基準価額および本外国指標連動証券の償還価額の値動きは乖離する

可能性がある 

 

本受益権の市場価格は、市場での需給等に左右されるため、連動対象となる指標の値動きや本受益権の

基準価額および本外国指標連動証券の償還価額の値動きと乖離する可能性がある。なお、本受益権の基

準価額は、本受益権１口当たりの信託財産の評価額であり、本外国指標連動証券１券面の額面金額当た

りの償還価額を受益権付与率で除することにより算出される（小数点以下は切り上げる。）。 
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投資家は本受益権の信託財産である本外国指標連動証券に関して利息の支払を受けるものではなく、本

指数に含まれる契約に関していかなる権利も有さない 

 

投資家は、本受益権の信託財産である本外国指標連動証券に関して定期的な利息の支払を受けない。投

資家は、本外国指標連動証券および／または本受益権の連動指標である本指数に含まれる指数構成銘柄

に投資している投資家であれば有する権利を有さない。 

 

本外国指標連動証券および／または本受益権の時価は、多数の予測不能な要因の影響を受けるおそれが

ある 

 

本外国指標連動証券および／または本受益権の時価は、購入日以降、変動するおそれがある。また投資

家は、本受益権を市場で売却した場合には多額の損失を被るおそれがある。発行会社は、一般にどの要

因よりも本外国指標連動証券および／または本受益権の時価に影響を及ぼすのは、連動先指数の構成銘

柄および本指数自体の価値であると考えている。複数のその他の要因（その多くは発行会社のコント

ロールが及ばないものである。）が本外国指標連動証券および／または本受益権の時価に影響を及ぼす

こととなる。本外国指標連動証券および／または本受益権の時価に影響を及ぼす主な要因としては、以

下が挙げられる。 

・連動先指数の水準 

・本受益権の市場における需給状態（本受益権のマーケット・メーカーにおける在庫ポジションを含

む。） 

・本外国指標連動証券の満期までの残存期間 

・金利 

・認識されている発行会社または保証会社の信用力 

・上場および店頭取引の株式デリバティブ市場における需給状態 

・同じ連動先指数を対象とする仕組商品市場における需給状態およびヘッジ活動 

これらの要因は複雑な形で相互に関係している場合があり、一つの要因が本外国指標連動証券および／

または本受益権の時価に及ぼす影響によって別の要因の影響が相殺されたり、または別の要因の影響が

拡大する場合がある。 

 

本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の期限前償還または消却 

 

本外国指標連動証券は、調整事由の発生、債務不履行事由の発生または発行会社による本外国指標連動

証券に基づく債務の履行の全部もしくは一部が違法になったかもしくは物理的に実行不可能になった場

合その他の要因により、期限前償還金額の支払をすることにより期限前償還される可能性がある。かか

る期限前償還金額は、いかなる場合であっても、本外国指標連動証券の償還または消却に関連して発行

会社によりまたは発行会社に代わって負担された（または負担される予定の）一切の費用、損失および

経費（もしあれば）（ヘッジ解約費用を含み、これらに限定されない。）が差し引かれる。かかる費用、

損失および経費は、本外国指標連動証券の所持人が償還または消却時に受領する金額を減少させ、期限

前償還金額をゼロまで減少させる可能性がある。発行会社は、何らかの、または特定の方法でヘッジ取

引を行う義務を負っておらず、費用、損失および経費が最低限となる（または最低限となることが期待

される）方法でヘッジ取引を行うことを要求されない。 
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インデックス・スポンサーの方針、ならびに連動先指数の構成および評価に影響を及ぼす変更は、本外

国指標連動証券および／または本受益権に対して支払われる金額ならびにその時価に影響を及ぼすおそ

れがある 

 

連動先指数の水準の計算に関するインデックス・スポンサーの方針、ならびに連動先指数の構成および

評価に影響を及ぼす変更が連動先指数にどのように反映されるかは、連動先指数の数値、ひいては満期

時または償還時に本外国指標連動証券および／または本受益権に対して支払われる金額ならびに満期前

の本外国指標連動証券および／または本受益権の時価に影響するおそれがある。 

 

最終評価日において市場混乱事由が発生しておりまたは存在する場合には、償還価額の決定が延期され

ることがある 

 

最終評価日における本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の償還価額の決定は、計算代理人が、

かかる最終評価日において市場混乱事由が発生しているかまたは存在していると判断した場合には、こ

れを延期することができる。ただし、決定が延期されたにもかかわらず、延期後の日においても市場混

乱事由が発生しているかまたは存在している場合には、計算代理人は、かかる日において、市場環境を

考慮した上で償還価額を決定することができる。 

 

本指数に関する過去の水準は、本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の満期までの期間中の、

本指数の将来のパフォーマンスを示すと解釈すべきではない 

 

本外国指標連動証券および／または本受益権の連動指標である本指数が将来上昇するかまたは下落する

かを正確に予想することは不可能である。本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の満期までの

期間中の本指数の実際のパフォーマンス、および満期時または償還時に支払われる金額は、本指数の過

去の水準とは関係していない。 

 

本外国指標連動証券および／または本受益権に関する市場の流動性は、時間の経過とともに大幅に変化

する可能性がある 

 

本外国指標連動証券および／または本受益権の数量または額面総額は、本外国指標連動証券の任意償還、

期限前償還および／または本受益権の転換によりいつでも減少する可能性がある。したがって、いずれ

かのシリーズの本受益権の市場の流動性は、本外国指標連動証券および／または本受益権の満期までの

期間中に大幅に変化する可能性がある。 

 

投資家と計算代理人および販売会社との間に利益相反の可能性が存在する 

 

本外国指標連動証券に関してノムラ・インターナショナル・ピーエルシーが計算代理人を務めている。

計算代理人は、とりわけ、そのシリーズの満期時または償還時に当該シリーズの本外国指標連動証券に

関して投資家に支払われる償還価額を決定する。 

 

本指数のインデックス・スポンサーが本指数の算出または公表を中止または一時停止した場合、当該シ

リーズの本外国指標連動証券および／または本受益権の時価を決定することが難しくなる可能性がある。

これらの事象が発生した場合、または本指数の数値が市場混乱事由その他の理由により入手もしくは算
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出できない場合には、計算代理人は、その単独の裁量により本指数の数値を誠実に見積もることを要求

される場合がある。 

 

計算代理人は、その職務を履行する際、自身で判断を行う。例えば、計算代理人は、評価日（最終評価

日を含む。）において、本指数に影響する市場混乱事由が発生または存在しているか否かを決定しなけ

ればならない場合がある。この判断は結局、その事由によって、スワップ・カウンターパーティのヘッ

ジ・ポジションを解約する能力が著しく阻害されることとなったか否かについての計算代理人の判断に

かかっている。これらの計算代理人による判断は、いずれかのシリーズの本外国指標連動証券および／

または本受益権の時価に影響するおそれがあるため、計算代理人がそのような判断を行う必要がある場

合、計算代理人は相反する利益を有する可能性がある。 

 

また、本受益権の販売会社である野村證券株式会社（以下「野村證券」という。）は本指数のインデッ

クス・スポンサーであり、当該指数の値の算出および公表を行う。したがって、当該指数の構成および

運用に潜在的な利益相反が存在する、または野村證券およびその関連会社等による通常の業務の過程に

おいて潜在的な利益相反が存在する可能性がある。野村證券およびその関連会社等は、通常の業務の一

環として、当該指数およびその構成要素に連動する金融商品の売買、販売および販売促進を行う可能性

がある。 
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＜NEXT NOTES ニッチトップ 中小型日本株（ネットリターン）ETNに関する情報＞ 

 

本外国指標連動証券の概要 

 

１ 利息 

本外国指標連動証券には利息は付されない。 

 

２ 償還および買入 

(a) 満期償還 

以下の規定に従い期限前に償還または買入消却されない限り、各本外国指標連動証券は、NEFに

より、2039年５月６日（以下「満期償還日」という。）に、額面金額１万円につき、以下の算式に

従って算出される金額（０円以上の金額とし、以下「満期償還額」という。）により償還される。 

10,000円 × 
最終評価日における償還価額 

IL0 

 

最終評価日（下記「(c) 用語の定義」に定義する。）またはその直後に、計算代理人（下記

「12 その他 (3) 代理契約」に定義する。）は、NEFおよび代理人（下記「12 その他 (3) 代

理契約」に定義する。）に対して、満期償還日における満期償還額を書面で通知するものとする。

代理人は、下記「９ 通知」に従い、NEFを代理して、本外国指標連動証券の所持人に対して速やか

に同様の内容を通知する。 

 

(b) 早期償還 

上記「(a) 満期償還」にかかわらず、早期償還決定期間（下記「(c) 用語の定義」に定義す

る。）中のいずれかの日に償還価額が０以下となった場合（かかる日を、以下「早期終了日」とい

う。）、本外国指標連動証券は、早期終了日の10営業日後の日に０円で自動的に償還される。疑義

を避けるため付言すれば、本外国指標連動証券の所持人に対しては、償還金額は支払われないもの

とする。 

 

(c) 用語の定義 

本書において、以下の用語は、以下の意味を有する。 

「インデックス・ 

 スポンサー」とは、 

 本指数に関連して、(ⅰ)かかる本指数に関連するルールおよび手続ならびに計

算方法および調整方法（もしあれば）を設定および検討する責任を有し、また

(ⅱ)各予定取引所営業日に（直接またはその代理人を通じて）かかる本指数の

水準を定期的に公表する会社またはその他の事業体をいう。 

「営業日」とは、  東京およびロンドンにおいて、商業銀行および外国為替市場が、支払の決済を

行い、通常の業務（外国為替取引および外貨預金取引を含む。）を営んでいる

日（土曜日および日曜日を除く。）をいう。 

「管理費用」とは、  0.85％（＝0.0085）をいう。 

「関連取引所」とは、  計算代理人が、その単独かつ完全な裁量により、本外国指標連動証券に関して

重要であると判断する、本指数に関連する先物取引またはオプション取引が行

われる取引所または相場システムをいう。 

「規定通貨」とは、  日本円をいう。 
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「最終評価日」とは、  満期償還日の10営業日前の日をいう。ただし、償還価額を算出するために使用

されるファクトセット・グローバル・ニッチトップ・ジャパンエンタープライ

ズ指数（課税後配当込み）の決定にあたり、かかる日が予定取引所営業日では

ないかまたは障害日の場合、ファクトセット・グローバル・ニッチトップ・

ジャパンエンタープライズ指数（課税後配当込み）は、障害日でない翌予定取

引所営業日において情報配信ソースに表示される終値を用いて決定されるもの

とする。ファクトセット・グローバル・ニッチトップ・ジャパンエンタープラ

イズ指数（課税後配当込み）が最終評価日の８予定取引所営業日後の日までに

決定されない場合、計算代理人は、その単独かつ完全な裁量により決定した

ファクトセット・グローバル・ニッチトップ・ジャパンエンタープライズ指数

（課税後配当込み）を用いて、最終評価日における償還価額を決定するものと

する。 

「参照通貨」とは、  日本円をいう。 

「市場混乱事由」とは、  取引障害または取引所障害で、計算代理人が重大であると判断するものが、評

価時刻までの１時間の間のいずれかの時点で、発生もしくは存在しているこ

と、または早期終了をいう。 

   「取引障害」とは、(ⅰ)本取引所における本指数の水準の20％以上を構成す

る有価証券に関連する取引に関し、または(ⅱ)関連取引所における本指数に関

する先物取引もしくはオプション取引につき、本取引所、関連取引所もしくは

その他が許容する制限を超える変動を理由として、本取引所もしくは関連取引

所により課せられた取引の停止または制限をいう。 

 「取引所障害」とは、市場参加者が、一般的に、(ⅰ)本取引所における本指

数の水準の20％以上を構成する有価証券の取引を実行し、もしくはその時価を

取得する機能を失いもしくは毀損し、または(ⅱ)関連取引所における本指数に

関する先物取引もしくはオプション取引を実行し、もしくはその時価を取得す

る機能を失い、もしくは毀損すると計算代理人によって決定される事由（早期

終了を除く。）をいう。 

 「早期終了」とは、本取引所または関連取引所の取引所営業日における予定

終了時刻前の取引終了をいう。ただし、かかる早期終了時刻について、(ⅰ)か

かる取引所営業日の本取引所または関連取引所の通常取引時間の実際の終了時

刻と(ⅱ)かかる取引所営業日の実際の終了時刻における執行のために本取引所

または関連取引所のシステムに入れられる注文の提出締切時刻のいずれか早い

方の１時間前までに本取引所または関連取引所が発表している場合を除く。 

「障害日」とは、  本取引所または関連取引所がその通常の取引時間に取引を行うことができない

か（関連取引所の場合、計算代理人が重大であると判断するもの）、または市

場混乱事由が生じている予定取引所営業日をいう。計算代理人は、NEFおよび代

理人に対し、その状況下で実務上合理的に可能な限り速やかに、障害日でなけ

れば取引所営業日であった日に、障害日の発生について通知する。 

「早期償還決定期間」 

とは、 

 当初評価日（当日を除く。）から最終評価日（当日を除く。）までの期間をい

う。ただし、償還価額を算出するために使用されるファクトセット・グローバ

ル・ニッチトップ・ジャパンエンタープライズ指数（課税後配当込み）を決定

するにあたり、早期償還決定期間のいずれかの日が予定取引所営業日でないか

または障害日の場合、計算代理人は、かかる日の直前に情報配信ソースに最後

に表示されたファクトセット・グローバル・ニッチトップ・ジャパンエンター

プライズ指数（課税後配当込み）を用いて、またはその単独かつ完全な裁量に

より、かかる日における償還価額を決定するものとする。 

「通貨関連障害」とは、  以下の(ⅰ)または(ⅱ)のいずれかをいう。 

(ⅰ)計算代理人がその単独の裁量により判断するところにより、NEFもしくはそ
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の関連会社またはノミニーもしくはヘッジ・カウンターパーティーが、下記の

参照通貨に関する事項を行うことを、直接または間接に妨げるかまたは遅延さ

せる効力を有する事由が発生および／または存在していること。 

(a)慣習的な正規のチャネルを通じて、参照通貨と規定通貨を交換すること。 

(b)参照通貨の流通域内に所在する国内機関の為替レートと少なくとも同程度に

有利な為替レートで参照通貨と規定通貨を交換すること。 

(c)規定通貨を参照通貨の流通域内における口座から参照通貨の流通域外の口座

に送金すること。 

(d)参照通貨の流通域内の口座間でまたは参照通貨の流通域内の非居住者である

当事者に参照通貨を送金すること。 

(e)規定通貨におけるその対象となるヘッジの価値を効果的に認識すること。 

(ⅱ)参照通貨の流通域内における政府その他の当局が、本外国指標連動証券に

関するポジションをヘッジするNEFの能力に重大な影響を与えるかまたはかかる

ヘッジを解消させる可能性があると計算代理人が誠実に判断する資本的な規制

を課す予定があることを公表したこと。 

参照通貨および規定通貨がいずれも日本円の場合、通貨関連障害に係る規定は

適用されないものとする。 

「当初評価日」とは、  2019年７月８日をいう。ただし、償還価額を算出するために使用されるファク

トセット・グローバル・ニッチトップ・ジャパンエンタープライズ指数（課税

後配当込み）の決定にあたり、かかる日が予定取引所営業日ではないかまたは

障害日の場合、計算代理人は、かかる日の直前に情報配信ソースに最後に表示

されたファクトセット・グローバル・ニッチトップ・ジャパンエンタープライ

ズ指数（課税後配当込み）を用いて、またはその単独かつ完全な裁量により、

当初評価日における償還価額を決定するものとする。 

「取引所営業日」とは、  本取引所または関連取引所が予定終了時刻よりも早く終了するか否かにかかわ

らず、それぞれの通常の取引時間において取引が行われるために本取引所およ

び関連取引所が営業を行っている予定取引所営業日をいう。 

「取引日」とは、  2019年６月19日をいう。 

「評価時刻」とは、  本取引所における予定終了時刻をいう。本取引所が予定終了時刻より早く終了

した場合、評価時刻はその通常の取引時間における実際の終了時刻とする。 

「ヘッジ・カウンター 

 パーティー」とは、 

 NEFの関連会社、関係会社もしくはNEFが支配する会社、またはNEFもしくはその

関連会社もしくはノミニーがヘッジ取引を締結している会社を含む（ただし、

これらに限られない）あらゆる法域の当事者をいう。 

「ヘッジコストの増加」 

とは、 

 NEFおよび／またはその関連会社が、(ⅰ)本外国指標連動証券の発行および本外

国指標連動証券に基づく義務の履行に係る株価もしくはその他の価格に関する

NEFのリスクをヘッジするために必要と判断した取引もしくは資産の取得、設

定、再設定、代替、維持、解約もしくは処分を行うため、または(ⅱ)かかる取

引もしくは資産からの収益の実現、回収もしくは送金を行うために（取引日現

在の状況と比較して）著しく増加した租税、賦課金、費用または手数料（仲介

手数料を除く。）を負担する場合をいう。ただし、かかる著しい増加額が、NEF

および／またはその関連会社の信用力の低下のみに起因する場合、ヘッジコス

トの増加とはみなされない。 
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「ヘッジ障害」とは、  NEFおよび／またはその関連会社が商業上合理的な努力を行ったにもかかわら

ず、(ⅰ)本外国指標連動証券の発行および本外国指標連動証券に基づく義務の

履行に係る株価もしくはその他の価格に関するNEFのリスクをヘッジするために

必要と判断した取引もしくは資産の取得、設定、再設定、代替、維持、解約も

しくは処分を行うことが不可能である場合、または(ⅱ)かかる取引もしくは資

産からの収益の実現、回収もしくは送金を行うことが不可能である場合をい

う。 

「ヘッジ取引」とは、  NEF、その関連会社またはノミニーが、本外国指標連動証券に基づくNEFの義務

の負担および履行を個別にまたはポートフォリオベースでヘッジするために行

う(ⅰ)有価証券、オプション、先物、デリバティブもしくは外国為替に関する

ポジションもしくは契約、(ⅱ)株式貸借取引または(ⅲ)その他の商品もしくは

取引（その表示方法を問わない。）の１つまたは複数の購入、売却、締結また

は維持をいう。 

「ヘッジ・ポジション」 

とは、 

 NEFおよび／またはその関連会社が、本外国指標連動証券を個別にまたはポート

フォリオベースでヘッジするために行う(ⅰ)有価証券、オプション、先物、デ

リバティブもしくは外国為替に関するポジションもしくは契約、(ⅱ)株式貸借

取引または(ⅲ)その他の商品もしくは取引（その表示方法を問わない。）の１

つまたは複数の購入、売却、締結または維持をいう。 

「法令変更」とは、  取引日以降、(ⅰ)適用法令（税法を含むが、これらに限られない。）の採択も

しくは変更により、または(ⅱ)正当な管轄権を有する裁判所、法廷もしくは規

制当局による適用法令の解釈の公表もしくは変更（税務当局が講じた一切の措

置を含む。）により、計算代理人が、(a)NEFおよび／もしくはその関連会社が

ヘッジ・ポジションを維持、取得もしくは処分することが違法となったか、ま

たは(b)本外国指標連動証券に基づく義務を履行するためにNEFおよび／もしく

はその関連会社が負担する費用が著しく増加することになる（NEFおよび／もし

くはその関連会社の租税債務の増加、税制上の優遇措置の減少もしくは課税状

況に不利なその他の影響による場合を含むが、これらに限られない。）と判断

する場合をいう。 

「本指数」とは、  ファクトセット・グローバル・ニッチトップ・ジャパンエンタープライズ指数

（課税後配当込み）（FactSet Global Niche Top Japanese Enterprise Index, 

NTR）をいう。 

「本取引所」とは、  株式会社東京証券取引所をいい、その承継取引所を含むものとする。 

「予定取引所営業日」 

とは、 

 本取引所および関連取引所のいずれもがそれぞれの通常取引時間での取引を行

う予定の日をいう。 

「予定終了時刻」とは、  本取引所または関連取引所および予定取引所営業日に関し、かかる予定取引所

営業日の本取引所または関連取引所の平日の予定終了時刻をいう。時間外また

は通常時間外の他の取引は考慮しない。 

「FDSGNTN[t]」または 

「ファクトセット・グローバル・

ニッチトップ・ジャパンエンター

プライズ指数（課税後配当込

み）」 

とは、 

 ブルームバーグの「FDSGNTN Index」のページまたは計算代理人が決定する後継

もしくは代替のページもしくは情報配信ソースに表示される、いずれかの日の

ファクトセット・グローバル・ニッチトップ・ジャパンエンタープライズ指数

（課税後配当込み）の終値をいう。 

「ILt」または「償還価額」とは、  当初評価日（当日を含む。）から最終評価日（当日を含む。）までの期間のい

ずれかの暦日（t）において、以下の算式により計算代理人が決定する値をい

う。 

  
ILt = ILt-1 × 

(FDSGNTN[t]) 
× (1 - 管理費用 × 

1 
) 

(FDSGNTN[t-1]) 365 
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「IL0」とは、  100をいう。 

「t」とは、  当初評価日（当日を含む。）から最終評価日（当日を含む。）までの連続する

各暦日の数字を表し、当初評価日の場合には０を意味し、当初評価日後の第１

暦日目の日の場合には１を意味し、第２暦日目の日の場合には２を意味し、以

降同様とする。 

 

(d) 本指数の調整 

(イ)承継指数 

本指数が(ⅰ)インデックス・スポンサーにより算出および公表されないが、計算代理人に受入

れ可能な後継のスポンサーにより算出および公表される場合または(ⅱ)本指数の計算に用いられ

るものと同一もしくは実質的に同様であると計算代理人が判断する算式および計算方法を用いて

承継の指数に置き換えられる場合、かかる指数（以下「承継指数」という。）は本指数とみなさ

れる。 

(ロ)調整事由 

(ⅰ)インデックス・スポンサーが本指数の算式もしくは計算方法につき著しい変更を行う旨を

公表するかもしくはその他の方法により本指数を著しく修正する場合（構成株式および資本構成

ならびにその他の慣例的事由に変更が生じた場合に本指数を維持するために行われる算式もしく

は方法の修正を除き、以下「本指数の修正」という。）、もしくは本指数を恒久的に取消し、承

継指数が存在しない場合（以下「本指数の取消し」という。）、(ⅱ)インデックス・スポンサー

が本指数の算出および公表を行わない場合（本指数の修正および本指数の取消しとあわせて以下

「指数調整事由」という。）、または(ⅲ) 計算代理人が、その単独かつ完全な裁量により、法

令変更、ヘッジ障害、ヘッジコストの増加もしくは通貨関連障害（以下それぞれを「追加障害事

由」という。）が生じたと判断した場合、NEFは、その単独かつ完全な裁量により、下記(あ)ま

たは(い)に記載する行為を行うことができる。 

(あ) 計算代理人に対して、その単独かつ完全な裁量により、満期償還額および／または本外

国指標連動証券のその他の条件について、調整事由（以下に定義する。）に対応するため

の相応な調整（もしあれば）を行い、かかる調整の発効日を決定するように要求する。 

(い) 下記「９ 通知」に従い本外国指標連動証券の所持人に対して通知を行うことにより、本

外国指標連動証券の全部（一部は不可）を償還する。本外国指標連動証券が償還される場

合、NEFは、下記「９ 通知」に従い本外国指標連動証券の所持人に対して通知された日に、

各本外国指標連動証券の所持人に対して期限前償還金額（下記「(f) 税制変更による繰上

償還」に定義する。）を支払うものとする。 

「調整事由」とは、指数調整事由または追加障害事由をいう。 

(ハ)指数の訂正 

インデックス・スポンサーにより公表され、本外国指標連動証券に関する何らかの計算または

判定に用いられた指数の水準が、その後訂正され、本指数の水準に関連して決定された金額およ

び／または利率の訂正を要する場合であって、その本指数の水準の訂正が当初の公表日から１取

引所営業日以内にインデックス・スポンサーによって公表された場合（ただし、いかなる状況に

おいても関連する支払期日以前に限る。）、計算代理人は、(ⅰ)かかる訂正、(ⅱ)計算代理人に

より算出されるかかる訂正により発生する支払額および(ⅲ)かかる訂正により生じる本外国指標

連動証券の条件への必要な範囲内の調整を、かかる訂正が公表された後可及的速やかにNEFおよ

び代理人に通知するものとする。 
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＜免責事項＞ 

NEXT NOTES ニッチトップ 中小型日本株（ネットリターン）ETN（以下「本商品」という。）は

FactSet UK Limited（以下「FactSet」という。）が支援、保証、販売もしくは販売促進している

ものではない。FactSetは本商品の保有者または公衆に対し、有価証券への一般的な投資または本

商品への投資の妥当性、またはファクトセット・グローバル・ニッチトップ・ジャパンエンタープ

ライズ指数（課税後配当込み）の株式市場全体のパフォーマンスを追随する能力に関して、明示ま

たは黙示を問わずいかなる表明または保証をしているものではない。FactSetと野村證券株式会社

（以下「ライセンシー」という。）との関係は、FactSetによって決定、構成および計算され、ラ

イセンシーによってライセンスされた指数作成モデルに基づいて作成された本指数のライセンスを

付与する事に限定され、本商品および関連商標とは無関係である。FactSetは本指数の決定、構成

または計算において、ライセンシーまたは本商品の所有者の要求を考慮に入れる義務を負わない。

FactSetは本商品の価格と数量、新規設定または販売のタイミングの特定、あるいは換金の際に用

いる数式の決定または計算に対して責任を負うことはなく、その作業にも関与しない。FactSetは

本商品の管理、マーケティングまたは取引に関連する義務や責任を一切負わない。 

FactSetは、本指数またはこれに含まれるデータの正確性および／または完全性についての保証

をせず、また情報の誤り、欠落、中断に対して一切責任を負わない。FactSetはライセンシー、本

商品の所有者、または他の人物もしくは団体が本指数またはこれに含まれるデータを使用するこ

とで入手した結果について、明示的にも黙示的にも一切保証しない。FactSetは、商品性もしくは

特定目的への適合性、または本指数もしくはこれに含まれるデータの使用について、明示的にも

黙示的にも一切保証せず、あらゆる保証について明確に放棄する。上記を一切制限することなく、

FactSetはいかなる場合においても特別損害、懲罰的損害、間接的損害、派生的損害（逸失利益を

含む。）について、たとえかかる損害の可能性について通知されていても一切責任を負わない。 

 

(e) 本外国指標連動証券の所持人の選択による償還 

本外国指標連動証券の所持人が、下記「９ 通知」に従い、所持人の選択による償還日（以下に

定義する。）に先立つ15日以上30日以内の事前の通知をNEFに対して行った場合、NEFは、所持人の

選択による償還日に、本外国指標連動証券を所持人の選択による償還額（以下に定義する。）によ

り償還しなければならない。ただし、かかる本外国指標連動証券の所持人による償還請求は、額面

金額２億円以上１万円単位の本外国指標連動証券に関するものに限り、行うことができる。 

「所持人の選択による償還日」とは、発行日（当日を含む。）から満期償還日（当日を含まな

い。）までの、各営業日をいう。本外国指標連動証券の額面金額当たりの「所持人の選択による償

還額」とは、計算代理人がその単独の裁量により商業上合理的な方法で決定する、通知がなされた

日現在の本外国指標連動証券の額面金額の公正な経済価値に相当する金額から、NEFが負担した対

象となる関連ヘッジ取引の解消に係る費用を控除した円貨額をいう。 

本外国指標連動証券の所持人による上記の通知は、取消不能とする。ただし、所持人の選択に

よる償還日より前に債務不履行事由（下記「６ 債務不履行事由」に定義する。）が発生し、かつ

継続している場合、本外国指標連動証券の所持人は、NEFに通知することにより、上記の通知を取

り消すことができ、下記「６ 債務不履行事由」に従い本外国指標連動証券の期限の利益を喪失さ

せ、直ちに支払われるべき旨を宣言することを選択することができる。 
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(f) 税制変更による繰上償還 

NEFは、下記の場合において、その選択により随時、下記「９ 通知」に従い30日以上60日以内

の（取消不能の）通知を本外国指標連動証券の所持人に対して行うことにより本外国指標連動証

券の全部（一部は不可）を償還することができる。 

(ⅰ) NEF（または保証状（下記「４ 本外国指標連動証券の地位および保証 (b) 本外国指標連動

証券の保証」に定義する。）に基づく支払が要求された場合には保証会社）が、本外国指標連

動証券の当初の発行日以後に効力が発生する、当該課税管轄（下記「８ 課税上の取扱い」に定

義する。）の法律もしくは規則の変更もしくは修正により、またはかかる法律もしくは規則の

適用もしくは公的な解釈の変更により、本外国指標連動証券に基づく次回の支払期日において、

本外国指標連動証券に基づく支払から徴収または控除されることが要求される金額に関し、下

記「８ 課税上の取扱い」に規定する追加額の支払義務が生じたかまたは生じうる場合であり、 

(ⅱ) NEF（または保証会社）が利用可能な合理的な手段を講じることによっても、かかる義務を

回避することができない場合。 

ただし、かかる償還の通知は、本外国指標連動証券（または場合により保証状）について支払

期限が到来した場合、NEF（または保証会社）のかかる追加額の支払義務が生じる最初の日の90日

以前は行われないものとする。 

本号に基づく償還の通知に先立ち、NEFは代理人に対し、その所定の事務所において本外国指標

連動証券の所持人の閲覧に供するため、NEFがかかる償還を行う権利を有している旨およびNEFが

償還を行う権利の前提条件を示す事実が発生した旨を記載した、NEFの取締役１名（または保証会

社の代表執行役）の署名ある証明書、およびNEF（または保証会社）が、かかる変更または修正に

よりかかる追加額の支払義務を負っており、または今後負うこととなる旨の定評ある独立の法律

顧問による法律意見書を交付する。 

本号に従い償還される各本外国指標連動証券は、期限前償還金額により償還される。「期限前

償還金額」とは、計算代理人が本指数の動向および必要とみなすその他の要素を考慮し、誠実に

かつ商業上合理的な方法で決定する各本外国指標連動証券の公正な市場価格と等しい金額から、

かかる期限前償還に関連してNEFが負担した対象となる関連ヘッジ取引の解消に係る費用を含む

（ただし、これらに限られない。）費用を控除した金額をいう。 

上記「(b) 早期償還」、上記「(e) 本外国指標連動証券の所持人の選択による償還」、本号、

次号および下記「６ 債務不履行事由」に別段の定めがある場合を除き、本外国指標連動証券を満

期償還日より前に償還することはできない。 

 

(g) 規制事由による償還 

NEFは、適用ある法令または規則の変更の結果、本外国指標連動証券が未償還であることのみを

理由として、NEFが追加的な法域もしくは規制当局の規制に服することを要求された場合、または

NEFが重大な負担になるとみなす追加的な法律要件もしくは規制に服することとなった、もしくは

今後服することとなる場合、その選択により随時、下記「９ 通知」に従い30日以上60日以内の

（取消不能の）通知を本外国指標連動証券の所持人に対して行うことにより本外国指標連動証券

の全部（一部は不可）を償還することができる。 

本号に従い償還される各本外国指標連動証券は、期限前償還金額により償還される。 

 

(h) 買入 

NEF、保証会社またはその子会社（以下に定義する。）は随時、公開市場におけるか否かを問わ

ず、いかなる価格でも本外国指標連動証券を買い入れることができる。かかる本外国指標連動証
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券は、保有、再発行、再売買し、またはNEFの選択により、支払代理人（下記「12 その他 (3) 

代理契約」に定義する。）に消却のために提出することができる。 

本号において、「子会社」とは、NEFまたは保証会社の子会社（1985年会社法第736条に定義さ

れる。）を意味する。 

 

(i) 消却 

償還された全ての本外国指標連動証券は直ちに消却される。このように消却された全ての本外

国指標連動証券および上記「(h) 買入」に従って買入消却された本外国指標連動証券は代理人に

交付され、これを再発行または再売却することはできない。本外国指標連動証券の要項で消却

（償還時を除く。）が要求される恒久大券により表章される本外国指標連動証券の消却は、当該

恒久大券の額面金額の減少により有効となる。 

 

３ 支払 

(a) 支払に関する一般規定 

支払は、あらゆる場合において、(ⅰ)支払の場所において適用ある財務もしくはその他の法律お

よび規則ならびに(ⅱ)1986年合衆国内国歳入法（以下「内国歳入法」という。）第871(m)条に従い

要求される源泉徴収もしくは控除（以下「第871(m)条源泉徴収」という。）もしくは内国歳入法第

1471(b)条に記載の契約に従い要求される源泉徴収もしくは控除、または内国歳入法第1471条から

第1474条までの規定、かかる条項に基づく規則もしくは合意、かかる条項の公的な解釈もしくはか

かる条項に関する政府間の提案を施行する法律に従って課される源泉徴収もしくは控除に服するが、

下記「８ 課税上の取扱い」の規定を妨げないものとする。さらに、NEFは、本外国指標連動証券に

ついて支払われる金額に関して課される第871(m)条源泉徴収の金額を決定する際に、いかなる「配

当同等物」（内国歳入法第871(m)条において定義される。）も、適用ある法令に基づいて可能とな

るかかる源泉徴収からの免除または源泉徴収の減額にかかわらず、かかる支払に適用されうる最も

高い税率にて、源泉徴収することができるものとする。 

大券の所持人は、当該大券により表章された本外国指標連動証券に関する支払を受けることので

きる唯一の者であり、NEFおよび保証会社は、当該大券の所持人に対しまたは当該所持人の指図に

従い支払をなすことにより、そのように支払われた各金額について免責される。ユーロクリア・バ

ンク・エス・エー／エヌ・ブイ（以下「ユーロクリア」という。）またはクリアストリーム・バン

キング・エス・エー（以下「クリアストリーム・ルクセンブルク」という。）の名簿に当該大券に

より表章された本外国指標連動証券の一定の額面金額の実質的な所持人として記載されている者は、

当該大券の所持人に対しまたは当該所持人の指図に従いNEFまたは保証会社が支払った各金額に関

するかかる所持人の持分について、ユーロクリアおよび／または（場合により）クリアストリー

ム・ルクセンブルクに対してのみ支払を請求するものとする。当該大券の所持人以外の者は、当該

大券に関する支払についてNEFまたは保証会社に対する請求権を有しない。 

 

(b) 支払日 

本外国指標連動証券に関する金員の支払期日が、支払日（以下に定義する。）以外の日にあたる

場合には、当該本外国指標連動証券の所持人は当該場所における翌支払日まで支払を受けることが

できず、かつ、かかる支払の繰延に関して、追加利息その他の金員の支払を受けることができない。

本号において、「支払日」とは、東京およびロンドンにおいて、商業銀行および外国為替市場が、

支払の決済を行い、通常の業務（外国為替取引および外貨預金取引を含む。）を営んでいる日（土

曜日および日曜日を除く。）をいう。  
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(c) 元本および利息の解釈 

「本外国指標連動証券の概要」において、本外国指標連動証券に関する元本には、場合により、

以下のものを含むものとみなす。 

(ⅰ)下記「８ 課税上の取扱い」に基づき、元本に関し支払われることのある追加額。 

(ⅱ)本外国指標連動証券の満期償還額。 

(ⅲ)本外国指標連動証券の期限前償還金額。 

(ⅳ)本外国指標連動証券の所持人の選択による償還額。 

 

４ 本外国指標連動証券の地位および保証 

(a) 本外国指標連動証券の地位 

本外国指標連動証券は、NEFの直接、無条件、非劣後かつ（下記「５ 担保提供制限」に従い）無

担保の債務であり、本外国指標連動証券相互の間において優先または劣後することなく、同順位で

あり、（下記「５ 担保提供制限」に従い、また法律上優先権が認められる一定の債務を除き）NEF

のその時々において残存する現在および将来の他の一切の無担保の非劣後債務と、少なくとも同順

位である。 

 

(b) 本外国指標連動証券の保証 

本外国指標連動証券に関するNEFの支払および交付義務は、2018年９月14日付保証状（以下「保

証状」という。）により保証会社が無条件かつ取消不能の形で保証する。保証状に基づく保証会社

の債務は、保証会社の直接、無条件、非劣後かつ（下記「５ 担保提供制限」に従い）無担保の債

務であり、また、（下記「５ 担保提供制限」に従い、また国税および地方税に関する債務および

その他法律により定められた例外は除き）保証会社の現在および将来の他の一切の無担保の非劣後

債務と、少なくとも同順位である。 

 

５ 担保提供制限 

(a) NEFの担保提供制限 

NEFは、未償還残存（代理契約（下記「12 その他 (3) 代理契約」に定義する。）に定義され

る。）の本外国指標連動証券が存在する限り、NEF自身の債務（以下に定義する。）、または第三

者の債務について現在もしくは将来の債権者の利益のために行う保証もしくは補償に係る義務を担

保するために、NEFの現在または将来のいかなる事業、資産または収入の全部または一部に対して

も、いかなる抵当権、先取特権、質権その他の担保権も設定せず、また存続させないものとする。

ただし、同時に、当該債務または（場合により）保証もしくは補償と少なくとも同順位かつ同等の

比率をもって本外国指標連動証券も担保される場合、または社債権者集会の特別決議（代理契約に

定義される。）により承認された他の担保もしくは保証が本外国指標連動証券のために提供される

場合は、この限りでない。本項において「債務」とは、満期まで１年を超える期間がある有価証券

上の債務で、かつオランダもしくはその他の地域における証券取引所、店頭登録市場もしくはその

他の有価証券市場で相場が立ち、上場され、通常取引または売買されているか、その予定であるも

のを意味する。 

 

(b) 保証会社の担保提供制限 

保証会社が保証する本外国指標連動証券に未償還残存のものが存在する限り、保証会社は、いか

なる証券（以下に定義する。）の所持人のためにも、(ⅰ)当該証券がその要項により円貨以外の通

貨で支払われるかもしくは円貨以外の通貨で支払を受ける権利を与えるものである場合、または当
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該証券が円貨で表示され、かつその元本総額の50％超が保証会社もしくは（保証会社でない場合は）

NEFにより、もしくはその授権に基づいて、当初日本国外で分売される場合であり、かつ(ⅱ)当該

証券が日本国外の証券取引所、店頭登録市場その他の有価証券市場で相場が立ち、上場され、通常

取引もしくは売買されているか、その予定である場合には、①かかる証券に関する支払、②かかる

証券の保証に基づく支払、または③かかる証券に関する補償もしくはその他の債務に基づく支払を

担保するために、保証会社の現在または将来のいかなる財産、資産または収入の全部または一部に

対しても、いかなる抵当権、先取特権、質権その他の担保権も設定せず、また存続を認めないこと

を保証する。ただし、上記のいずれの場合においても、保証状に基づき、同時に、当該証券、保証、

補償もしくはその他類似の債務に関し提供されるか、または残存する担保と同じ担保もしくは社債

権者集会の特別決議により承認された他の担保もしくは保証が、本外国指標連動証券のために提供

される場合は、この限りではない。 

本項において、「証券」とは、発行時から１年を超える期間を有するNEFもしくは保証会社また

はその他の者の社債、ディベンチャー、ノートその他類似の投資証券を意味する。 

 

６ 債務不履行事由 

下記の事由（以下「債務不履行事由」という。）のいずれかが発生し、かつその事由が継続して

いる場合には、各本外国指標連動証券の所持人は、NEFおよび保証会社に対し書面による通知を行う

ことにより（代理人に対しては単に情報を提供する目的でその写しを送付する。）、当該本外国指

標連動証券の所持人が有する本外国指標連動証券につき期限の利益を喪失し、直ちに支払われるべ

き旨を宣言することができ、これにより当該本外国指標連動証券は、呈示、要求、申立その他一切

の通知を要せず期限前償還金額で直ちに償還されるものとする。ただし、NEFおよび保証会社がかか

る通知を受領する前に当該債務不履行事由が治癒された場合はこの限りでない。 

(a) 本外国指標連動証券の元本の償還または本外国指標連動証券に関する証券の交付につき、７日

を超える遅滞があった場合。 

(b) NEFまたは保証会社が、本外国指標連動証券もしくは保証状に定められるNEFもしくは（場合に

より）保証会社の他の約束もしくは約定、または代理契約に定められる本外国指標連動証券の所

持人のための約束もしくは約定の履行または遵守を怠り、かつ、いずれの場合においても、NEFま

たは（場合により）保証会社が当該不履行を治癒することを要求する本外国指標連動証券の所持

人からの書面による通知が（直接であるか代理人を通じてであるかを問わず）NEFおよび保証会社

に対し交付された後30日間継続した場合。 

(c) 残存元本総額が1,000万米ドル（他の通貨の場合は同額相当）以上のNEFもしくは保証会社の本

外国指標連動証券以外の借入金債務が不履行により期限の利益を喪失した場合、もしくはNEFもし

くは保証会社がかかる債務につき満期においてもしくは適用ある支払猶予期間が経過してもなお

弁済を怠っている場合（もしくはかかる債務が要求払の場合、支払要求の後３営業日、もしくは

これより長期の適用ある支払猶予期間が経過してもなお弁済を怠っている場合）、または現存す

る元本もしくは元本総額が1,000万米ドル（他の通貨の場合は同額相当）以上の第三者の借入金債

務についてNEFもしくは保証会社が付与した保証もしくは補償の履行期が到来し、適用ある支払猶

予期間の経過後履行の請求を受けたにもかかわらず履行されない場合。 

(d) 所在地において管轄権を有する裁判所が、オランダもしくは日本において適用ある破産、支払

不能もしくは会社更生に関する法律に基づき、NEFもしくは保証会社の破産もしくは支払不能を認

める決定もしくは命令を下した場合、もしくはNEFもしくは保証会社の会社更生を求める申立が適

正になされたものと認めた場合で、かつ当該決定もしくは命令が継続する60日間解除もしくは停

止されない場合、または、所在地において管轄権を有する裁判所が、オランダもしくは日本にお
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いて適用ある破産、支払不能もしくは会社更生に関する法律に基づき、NEFもしくは保証会社の破

産もしくは会社更生に関してもしくはその財産の全部もしくは実質的に全部についてもしくはそ

の解散もしくは清算の事由について管財人、清算人、受託者もしくは譲受人を選任する決定もし

くは命令を下した場合で、かつ当該決定もしくは命令が継続する60日間解除もしくは停止されな

い場合。 

(e) NEFまたは保証会社が、オランダもしくは日本において適用ある破産法もしくは会社更生法に基

づき自己破産を申立てた場合、NEFもしくは保証会社に対する破産の申立に同意した場合、支払猶

予（NEFに関してのみ）、会社更生もしくは債務整理を求める申立、答弁もしくは同意を行った場

合、もしくはNEFもしくは保証会社もしくはそれらの財産の全部もしくは実質的に全部について破

産もしくは会社更生の管財人、清算人、受託者もしくは譲受人を選任することに同意した場合、

もしくはそれらの債権者に対して債権譲渡を行い、債務整理を申入れ、もしくは書面により履行

期にある債務の支払ができないことを認めた場合、またはNEFもしくは保証会社が上記の目的のい

ずれかを達成するための法人活動を行った場合。 

(f) 社債権者集会の特別決議によりその条件が承認された新設合併、事業結合、吸収合併もしくは

事業再編成を目的としもしくはこれに基づく場合、または存続会社がそれぞれ本外国指標連動証

券もしくは保証状に基づくNEFもしくは保証会社の債務の一切を有効に引き受けることとなる新設

合併、事業結合、吸収合併もしくは事業再編成を目的としもしくはこれに基づく場合を除き、NEF

または保証会社がその営業の全部もしくは実質的に全部を停止し、またはその資産の全部もしく

は実質的に全部を処分した場合。ただし、保証会社については、保証会社を持株会社とする事業

再編成または保証会社を持株会社の傘下に置く事業再編成の場合で、その結果保証会社が営業の

全部もしくは実質的に全部を停止し、またはその資産の全部もしくは実質的に全部を処分するこ

ととなっても、本項は適用されないものとする。 

(g) 理由の如何を問わず、保証状（上記(f)に言及される事業再編成後の承継者たる保証会社によっ

て調印がなされた保証状を含む。）が完全な効力を生じない（または保証会社がその旨主張する）

場合。 

上記(c)に関して、米ドル以外の通貨による借入金債務は、期限の利益を喪失したか、または（場

合により）当該債務不履行事由が発生した日（ロンドン時間）において、代理人が指定した主要銀

行により表示されるロンドンにおける米ドル買いに対する当該通貨の売りのための直物相場で換算

するものとする（ただし、理由の如何を問わず、当日にかかるレートを得られない場合は、その後

に最も早く入手可能な日におけるレートによる。）。 

 

７ 社債権者集会、変更および権利放棄 

代理契約は、本外国指標連動証券および代理契約の一定の条項を特別決議により修正することを

承認することを含む、本外国指標連動証券の所持人の利益に影響を与える事項について審議するた

めに社債権者集会を招集することについて、定めている。 

NEF、（場合により）保証会社または本外国指標連動証券の元本残高の10分の１以上を有する本外

国指標連動証券の所持人は、社債権者集会を招集することができる。特別決議を採択するための社

債権者集会の定足数は、本外国指標連動証券の元本残高の過半を保有または代表する１名以上の者、

その延会においては、保有または代表される本外国指標連動証券の元本金額の如何にかかわらず、

本外国指標連動証券の所持人本人またはその代理人１名以上の者とする。ただし、本外国指標連動

証券の規定の修正（本外国指標連動証券の償還日の修正、本外国指標連動証券の元本の減額もしく

は取消、交換条項付社債もしくはエクイティ・リンク償還条項付社債の償還に関する資産（もしあ

れば）の交付に係る規定の変更、もしくは本外国指標連動証券の支払通貨を変更する場合を含
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む。）、または代理契約の一定の条項の修正を議題とする集会においては、特別決議を採択するた

めに必要な定足数は、３分の２以上を保有または代表する１名以上の者、その延会においては、本

外国指標連動証券の元本残高の３分の１以上を保有または代表する１名以上の者とする。社債権者

集会で採択された特別決議は、出席の有無にかかわらず本外国指標連動証券の所持人の全てを拘束

する。 

代理人、NEFおよび保証会社は、本外国指標連動証券の所持人の同意を得ることなく、以下につい

て合意することができる。 

(a) （NEFおよび保証会社の意見において）本外国指標連動証券の所持人の利益に重要な影響のない

本外国指標連動証券、代理契約、ディード・オブ・コベナントおよび／または保証状の条項の修

正（上記に述べた場合を除く。）（本外国指標連動証券の所持人の個別の状況または特定の法域

における調整による課税もしくはその他の結果は勘案しない。）。 

(b) 本外国指標連動証券、代理契約、ディード・オブ・コベナントおよび／または保証状について

の（NEFおよび保証会社の意見において）形式的、軽微もしくは技術的な修正、または明白な誤記

の訂正もしくは適用ある法令の強行規定に従うための訂正。 

かかる修正は、本外国指標連動証券の所持人の全てを拘束する。また、かかる修正後は、下記

「９ 通知」に従い本外国指標連動証券の所持人に可及的速やかにその旨通知される。 

 

８ 課税上の取扱い 

本外国指標連動証券に投資しようとする申込人は、各申込人の状況に応じて、本外国指標連動証

券に投資することによる課税上の取扱いおよびリスクまたは本外国指標連動証券に投資することが

適当か否かについて各自の財務・税務顧問に相談する必要がある。 

本外国指標連動証券に係るNEFによる支払または保証状に基づく保証会社による支払は全て、課税

管轄によりまたは課税管轄に代わって、現在または将来において課され、賦課され、徴税され、源

泉徴収され、課税されるあらゆる性質の税金、賦課金、公租公課を源泉徴収もしくは控除すること

なくまたはそれらを理由にすることなく行われる。ただし、かかる源泉徴収または控除を法により

強制される場合を除く。この場合、NEFまたは（場合により）保証会社は、本外国指標連動証券の所

持人がかかる源泉徴収または控除の後に受領する本外国指標連動証券の元本の純受取額が、かかる

源泉徴収または控除がなければ本外国指標連動証券について受領したであろう金額と等しくなるよ

うに必要な追加額を支払うものとする。ただし、かかる追加額は以下の本外国指標連動証券に関し

ては支払われないものとする。 

(ⅰ) 本外国指標連動証券を保有する以外に、(x)NEFによる支払の場合にはオランダと何らかの関連

を有すること、(y)保証状に基づく保証会社による支払の場合には①日本の税法上日本の居住者も

しくは日本法人と扱われ、または②その他日本と関連を有することを理由として、かかる税金、

賦課金、公租公課を負担する本外国指標連動証券の所持人によりまたはかかる者に代わって支払

のために呈示がなされた本外国指標連動証券。 

(ⅱ) 関連日（以下に定義する。）後30日を過ぎて支払のために呈示がなされた本外国指標連動証券

（ただし、本外国指標連動証券の所持人がかかる30日目に支払のためにこれを呈示していたなら

ば受領することができた当該追加額を除く。）。 

(ⅲ) オランダまたは日本において支払のために呈示がなされた本外国指標連動証券。 

(ⅳ) (x)内国歳入法第1471(b)条に記載の契約により、もしくは内国歳入法第1471条から第1474条ま

での規定、かかる条項に基づく規則もしくは合意、かかる条項の公的な解釈に従い、または(y)内

国歳入法第871(m)条に従い、かかる源泉徴収または控除が要求される場合。 
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本項において「関連日」とは、当該支払について最初に支払期日が到来した日、または支払われ

るべき金員の全額が当該期日までに代理人により受領されていない場合は、当該金員の全額が受領

され、その旨の通知が下記「９ 通知」に従い本外国指標連動証券の所持人に対してなされた日を意

味し、「課税管轄」とは、NEFまたは（場合により）保証会社による本外国指標連動証券に係る元本

の払込が一般に服する、オランダもしくはその行政区画もしくは課税当局（NEFによる支払の場合）

または日本もしくはその行政区画もしくは課税当局（保証会社による支払の場合）またはいずれの

場合もそれらのその他の管轄もしくはそれらの行政区画もしくはそれらの課税当局もしくはそれら

の域内の課税当局を意味する。 

 

９ 通知 

本外国指標連動証券に関する全ての通知は、ロンドンで講読される代表的な英語の日刊新聞に掲

載された場合に有効とみなされる。かかる掲載はロンドンのフィナンシャル・タイムズ紙になされ

る予定である。かかる通知は、掲載された日付、または複数回掲載される場合もしくは複数の新聞

紙での掲載を要求される場合には、掲載を要求される全ての新聞紙に最初に掲載された時点での日

付をもって、なされたものとみなされる。 

ユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルクのために大券が全部保管されている限り、

かかる新聞への掲載の方法に代えて、本外国指標連動証券の所持人に対する連絡のためユーロクリ

アおよびクリアストリーム・ルクセンブルクへ通知を交付するという方法をとることができる。か

かる通知は、ユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルクが通知を受領した日に本外国

指標連動証券の所持人になされたものとみなされる。 

本外国指標連動証券の所持人による通知は書面によるものとし、これを関連する本外国指標連動

証券とともに代理人に預託するものとする。大券が各本外国指標連動証券を表章している間も、本

外国指標連動証券の所持人は、代理人およびユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブル

クが認める方法で、ユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルクを通じて代理人にかか

る通知を行うことができる。 

 

10 消滅時効 

本外国指標連動証券は、それぞれの関連日（上記「８ 課税上の取扱い」に定義する。）から元本

の支払および／または資産の交付については10年の期間内に元本に関する請求がなされない場合は

失効する。 

 

11 準拠法および送達代理人の任命 

代理契約、ディード・オブ・コべナント、本外国指標連動証券および保証状（ならびに代理契約、

ディード・オブ・コべナント、保証状および本外国指標連動証券ならびに本外国指標連動証券の発

行および買入に関する一切の契約に起因してまたはこれらに関連して生じる非契約的債務）は英国

法に準拠するものとし、これに従って解釈される。 

NEFおよび保証会社はそれぞれ、本外国指標連動証券の所持人のために、英国の裁判所が本外国指

標連動証券から生じるかまたは本外国指標連動証券に関して生ずるあらゆる紛争（本外国指標連動

証券に起因してまたは本外国指標連動証券に関連して生じる非契約的債務に関する紛争を含む。）

を解決する管轄権を有すること、したがって本外国指標連動証券から生じるかまたは本外国指標連

動証券に関して生じる訴訟または手続（以下「訴訟手続」と総称する。）が英国の裁判所に提起で

きることに、取消不能の形で合意する。 

-292-



NEFおよび保証会社は、英国（本書提出日現在、ロンドン市 EC4R 3AB エンジェル・レーン１）に

登録された住所を有するノムラ・インターナショナル・ピーエルシーを英国における訴訟手続に関

する英国における送達代理人に取消不能の形で任命し、同社が送達代理人としての職務の遂行を停

止したときは他の送達代理人を任命する。 

 

12 その他 

(1) 代わり券 

本外国指標連動証券が紛失、盗失、毀損、汚損または滅失した場合、代理人の所定の事務所に

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

を提出することを条件として、代わり券を発行することができる。毀損または汚損した本外国指

標連動証券については、代わり券が発行される前にこれを提出しなければならない。 

 

(2) 承継 

(Ⅰ) NEFの承継 

(a) NEFの承継に関する前提条件 

本外国指標連動証券に関連して、NEFは、本外国指標連動証券の所持人の同意なしに、承継債

務会社（下記「(e) 承継債務会社」に定義する。）に代替しまたは承継することができる。た

だし、以下の事項を条件とする。 

(ⅰ)承継債務会社および保証会社が、承継が完全な効力を有するために必要な代理契約の別紙

５記載の様式の捺印証書（以下「捺印証書」という。）およびその他の書類（もしあれば）

（捺印証書とあわせて以下「書類」という。）を作成し、当該書類の下で、（上記の一般性

を制限することなく）承継債務会社が、NEF（または全ての前任の承継債務会社）に代わり、

本外国指標連動証券の主要な債務者として、本外国指標連動証券、代理契約およびディー

ド・オブ・コベナントにその名称が記載されていたかのように、本外国指標連動証券の所持

人のために、本外国指標連動証券の要項（下記(b)に記載の方法による修正を含む。）ならび

に代理契約およびディード・オブ・コベナントの規定に従うことを約束し、それに基づき保

証会社が、主要な債務者としての承継債務会社の本外国指標連動証券により支払うべき金額

の全額の支払および／または本外国指標連動証券に関する交付義務を、各本外国指標連動証

券の所持人に対して無条件かつ取消不能の形で保証すること。 

(ⅱ)書類が、以下の表明および保証を含むこと。 

(あ) 承継債務会社 

(Ａ)かかる承継に必要な一切の企業、政府および規制当局による許可および同意ならびに書

類に基づく承継債務会社の義務の履行に必要な一切の企業、政府および規制当局による許

可および同意を取得しており、かかる許可および同意が全て完全に有効であること。 

(Ｂ)書類に基づいて承継債務会社が負う義務は、いずれもそれぞれの条項に従って法的に有

効かつ拘束力を有していること。 

(い) 保証会社 

(Ａ)かかる保証の付与に必要な一切の企業、政府および規制当局による許可および同意なら

びに書類に基づく保証会社の義務の履行に必要な一切の企業、政府および規制当局による

許可および同意を取得しており、かかる許可および同意が全て完全に有効であること。 

(Ｂ)書類に基づいて保証会社が負う義務および保証は、いずれもそれぞれの条項に従って法

的に有効かつ拘束力を有していること。 
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(ⅲ)本外国指標連動証券が上場されている各証券取引所、上場承認機関および／または取引相

場システム（もしあれば）が、提案されている承継債務会社の承継後も本外国指標連動証券

がかかる証券取引所、上場承認機関および／または取引相場システムにおいて引続き上場さ

れること、売買されることおよび／または取引が行われることを確認すること。 

(ⅳ)NEFおよび承継債務会社が、場合により、代理人に対し、英国における主要な法律事務所か

らNEFを代理して提出される、書類が英国法に基づいて法的に有効かつ拘束力を有するNEFお

よび承継債務会社の義務を構成する旨のディーラーを宛先とした法律意見書（かかる意見書

は承継債務会社によるNEFの承継の日付の前７日以内の日付で作成され、代理人の所定の事務

所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供されることを要する。）を、保管の

ため交付しまたは交付させること。 

(ⅴ)NEFが、代理人に対し、オランダにおける主要な法律事務所からNEFを代理して提出される、

オランダ法に基づきNEFが書類を締結する能力および権限を有している旨のディーラーを宛先

とした法律意見書（かかる意見書は承継債務会社によるNEFの承継の日付の前７日以内の日付

で作成され、代理人の所定の事務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供さ

れることを要する。）を、保管のため交付しまたは交付させること。 

(ⅵ)承継債務会社が、代理人に対し、承継債務会社の法域における主要な法律事務所から承継

債務会社を代理して提出される、当該法域における法律に基づいて承継債務会社が書類を締

結する能力および権限を有している旨のディーラーを宛先とした法律意見書、また承継債務

会社が英国以外の法域に属する場合は、書類が当該法律に基づいて法的に有効かつ拘束力を

有する承継債務会社の義務を構成する旨のディーラーを宛先とした法律意見書（かかる意見

書は承継債務会社によるNEFの承継の日付の前７日以内の日付で作成され、代理人の所定の事

務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供されることを要する。）を、保管

のため交付しまたは交付させること。 

(ⅶ)保証会社が、代理人に対し、英国における主要な法律事務所から保証会社を代理して提出

される書類（保証会社が承継債務会社について付与する保証状を含む。）が英国法に基づい

て法的に有効かつ拘束力を有する保証会社の義務を構成する旨のディーラーを宛先とした法

律意見書（かかる意見書は承継債務会社によるNEFの承継の日付の前７日以内の日付で作成さ

れ、代理人の所定の事務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供されること

を要する。）を、保管のため交付しまたは交付させること。 

(ⅷ)保証会社が、代理人に対し、日本における主要な法律事務所から保証会社を代理して提出

される、日本法に基づき保証会社が書類（保証会社が承継債務会社について付与する保証状

を含む。）を締結する能力および権限を有している旨のディーラーを宛先とした法律意見書

（かかる意見書は承継債務会社によるNEFの承継の日付の前７日以内の日付で作成され、代理

人の所定の事務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供されることを要す

る。）を、保管のため交付しまたは交付させること。 

(ⅸ)本外国指標連動証券につき債務不履行事由が存在しないこと。 

(b) 承継債務会社による引受け 

上記(a)に定める書類が作成された場合、承継債務会社は、NEF（または前任の承継債務会社）

に代わり、本外国指標連動証券の主要な債務者として本外国指標連動証券にその名称が記載さ

れたものとみなされ、これに基づき、本外国指標連動証券は、承継が効力を有するよう修正さ

れたものとみなされる。発行会社としてのNEF（またはかかる前任の承継債務会社）は、書類の

作成をもって、本外国指標連動証券の主要な債務者としての一切の義務を免除される。 

(c) 書類の預託 
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本外国指標連動証券が未償還であり、かつ承継債務会社または保証会社に対して本外国指標

連動証券または書類に関し本外国指標連動証券の所持人によりなされた請求につき終局判決、

和解または免責がなされていない限り、書類は、代理人に預託され保管される。書類において

承継債務会社および保証会社は、各本外国指標連動証券の所持人が、本外国指標連動証券また

は書類につき強制執行するため、書類を作成する権利を認めるものとする。 

(d) 承継通知 

書類の作成後15日以内に、承継債務会社は、かかる承継について上記「９ 通知」に従って、

本外国指標連動証券の所持人に対して通知するものとする。 

(e) 承継債務会社 

「承継債務会社」とは、直接的または間接的に野村ホールディングス株式会社により100％保

有される会社を意味する。 

 

(Ⅱ) 保証会社の承継 

(a) 保証会社の承継に関する前提条件 

保証会社は、本外国指標連動証券の所持人の同意なしに、承継保証会社（下記「(e) 承継保

証会社」に定義する。）に代替しまたは承継することができる。ただし、以下の事項を条件と

する。 

(ⅰ)かかる承継が、野村ホールディングス株式会社およびその連結子会社またはそれにより構

成される企業グループ内の再編成による場合においてのみ行われること。 

(ⅱ)承継保証会社が、承継が完全な効力を有するために必要な書類（以下「保証会社承継書類」

という。）を作成し、当該書類の下で、（上記の一般性を制限することなく）承継保証会社

が、保証会社（または全ての前任の承継保証会社）に代わり、本外国指標連動証券の保証会

社として、本外国指標連動証券および代理契約にその名称が記載されていたかのように、本

外国指標連動証券の所持人のために、本外国指標連動証券の要項（下記(b)に記載の方法によ

る修正を含む。）および代理契約の規定に従うことを約束すること。 

(ⅲ)保証会社承継書類が、承継保証会社による以下の表明および保証を含むこと。 

(Ａ)かかる承継に必要な一切の企業、政府および規制当局による許可および同意ならびに保

証会社承継書類に基づく承継保証会社の義務の履行に必要な一切の企業、政府および規制

当局による許可および同意を取得しており、かかる許可および同意が全て完全に有効であ

ること。 

(Ｂ)保証会社承継書類に基づいて承継保証会社が負う義務は、いずれもそれぞれの条項に

従って法的に有効かつ拘束力を有していること。 

(ⅳ)本外国指標連動証券が上場されている各証券取引所、上場承認機関および／または取引相

場システム（もしあれば）が、提案されている承継保証会社の承継後も本外国指標連動証券

がかかる証券取引所、上場承認機関および／または取引相場システムにおいて引続き上場さ

れること、売買されることおよび／または取引が行われることを確認すること。 

(ⅴ)保証会社および（場合により）承継保証会社が、代理人に対し、ディーラーを宛先とした

以下の法律意見書を、保管のため交付しまたは交付させること。 

(Ａ)英国における主要な法律事務所から保証会社を代理して提出される、保証会社承継書類

が英国法に基づいて法的に有効かつ拘束力を有する保証会社および承継保証会社の義務を

構成する旨の法律意見書（かかる意見書は承継保証会社による保証会社の承継の日付の前

７日以内の日付で作成され、代理人の所定の事務所において本外国指標連動証券の所持人

による閲覧に供されることを要する。）。 
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(Ｂ)日本における主要な法律事務所から保証会社を代理して提出される、日本法に基づき保

証会社が保証会社承継書類を締結する能力および権限を有している旨ならびに保証会社承

継書類が日本法に基づいて法的に有効かつ拘束力を有する保証会社の義務を構成する旨の

法律意見書（かかる意見書は承継保証会社による保証会社の承継の日付の前７日以内の日

付で作成され、代理人の所定の事務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に

供されることを要する。）。 

(Ｃ)承継保証会社の法域における主要な法律事務所から承継保証会社を代理して提出される、

当該法域における法律に基づいて承継保証会社が保証会社承継書類を締結する能力および

権限を有している旨の法律意見書、また承継保証会社が英国以外の法域に属する場合は、

保証会社承継書類が当該法律に基づいて法的に有効かつ拘束力を有する承継保証会社の義

務を構成する旨の法律意見書（かかる意見書は承継保証会社による保証会社の承継の日付

の前７日以内の日付で作成され、代理人の所定の事務所において本外国指標連動証券の所

持人による閲覧に供されることを要する。）。 

(ⅵ)本外国指標連動証券につき債務不履行事由が存在しないこと。 

(b) 承継保証会社による引受け 

上記(a)に定める保証会社承継書類が作成された場合、承継保証会社は、保証会社（または前

任の承継保証会社）に代わり、本外国指標連動証券の保証会社として本外国指標連動証券にそ

の名称が記載されたものとみなされ、これに基づき、本外国指標連動証券は、承継が効力を有

するよう修正されたものとみなされる。保証会社（またはかかる前任の承継保証会社）は、保

証会社承継書類の作成をもって、本外国指標連動証券について保証会社としての一切の義務を

免除される。 

(c) 保証会社承継書類の預託 

本外国指標連動証券が未償還であり、かつ承継保証会社に対して本外国指標連動証券または

保証会社承継書類に関し本外国指標連動証券の所持人によりなされた請求につき終局判決、和

解または免責がなされていない限り、保証会社承継書類は、代理人に預託され保管される。保

証会社承継書類において承継保証会社は、各本外国指標連動証券の所持人が、本外国指標連動

証券または保証会社承継書類につき強制執行するため、保証会社承継書類を作成する権利を認

めるものとする。 

(d) 承継通知 

保証会社承継書類の作成後15日以内に、承継保証会社は、かかる承継について上記「９ 通知」

に従って、本外国指標連動証券の所持人に対して通知するものとする。 

(e) 承継保証会社 

「承継保証会社」とは、NEFの最終的な親会社であるかまたはNEFと最終的な親会社が同一で

ある会社のいずれかを意味する。ただし、後者の場合、承継日におけるかかる承継保証会社の

格付が、保証会社の格付以上である場合に限る。 

 

(3) 代理契約 

本外国指標連動証券は、発行会社としてのNEFおよび野村グローバル・ファイナンス株式会社、

保証会社としての野村ホールディングス株式会社および野村證券株式会社、発行代理人兼主支払

代理人および代理銀行としてのシティバンク・エヌ・エー・ロンドン（以下「代理人」といい、

承継者たる代理人を含む。）、代理契約に記載のその他の支払代理人（代理人とあわせて以下

「支払代理人」といい、追加の支払代理人または承継者たる支払代理人を含む。）、代理契約に

記載の計算代理人（以下「計算代理人」といい、承継者たる計算代理人を含む。）ならびに代理
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契約に記載の受渡代理人（以下「受渡代理人」といい、追加の受渡代理人または承継者たる受渡

代理人を含む。）の間の2018年９月14日付の変更および改訂済代理契約（以下「代理契約」とい

い、随時修正、補完および／または改訂を含む。）に従い、その利益を享受して発行される。 

 

(4) 様式、額面および所有権 

本外国指標連動証券は無記名式で発行され、円建てで、外国指標連動証券の額面金額は１万円

である。 

以下に記載される条件に従って、本外国指標連動証券の所有権は受渡により移転する。NEF、保

証会社、代理人、支払代理人および受渡代理人は、（満期が到来しているか否かを問わず、また、

本外国指標連動証券の所有に係る通知、または本外国指標連動証券の紛失もしくは盗失に係る券

面上の記載もしくは通知の有無にかかわらず）本外国指標連動証券の持参人をその完全な権利者

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

げない。 

当該時点においてユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルクの名簿に特定の額面

金額の当該本外国指標連動証券の所持人として登録されている者は、NEF、保証会社、支払代理人

および受渡代理人により全ての点（本外国指標連動証券の元金の支払に関する事項を除く。かか

る事項については、大券の条項に従い、大券の所持人が、NEF、保証会社、支払代理人および受渡

代理人により当該本外国指標連動証券の所持人として取り扱われるものとし、「本外国指標連動

証券の所持人」およびこれに関連する用語はこれに従って解釈される。）において当該額面金額

の本外国指標連動証券の所持人として取り扱われる（この場合、いずれかの者の口座に貸記され

ている本外国指標連動証券の額面金額に関してユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセン

ブルクが発行した証明書その他の書類は、明白な誤りがある場合を除き、全ての点において、最

終的なものとして、拘束力を有するものとする。）。ユーロクリアまたはクリアストリーム・ル

クセンブルクの共通預託機関または共通保管機関により保管される大券により表章される本外国

指標連動証券は、その時点におけるユーロクリアまたは（場合により）クリアストリーム・ルク

センブルクのルールおよび手続に従ってのみ、これを譲渡することができる。 

本外国指標連動証券は、恒久大券の形態で発行され、確定券面に交換することはできない。 

NEFおよびディーラーが別途合意した場合を除き、次の文言が、全ての恒久大券に記載される。 

「本証券を保有する合衆国人（合衆国内国歳入法に定義される。）は、内国歳入法第165(j)条

および第1287(a)条に定められる制限を含む合衆国所得税法上の制限に服する。」 

上記文言に言及された条文は、合衆国の本外国指標連動証券の所持人が、一定の例外を除き、

本外国指標連動証券に関する損失を税務上控除することができず、また、本外国指標連動証券に

係る売却、処分、償還または元本の支払による利益について譲渡益課税の適用を受けることがで

きない旨を定めている。 

 

(5) 代理人、支払代理人、計算代理人および受渡代理人 

代理人（発行代理人兼主支払代理人）、支払代理人、計算代理人および受渡代理人の名称なら

びにそれぞれの当初の所定の事務所は、以下のとおりである。 

代理人（発行代理人兼主支払代理人） 

シティバンク・エヌ・エー・ロンドン 

（Citibank, N.A., London） 

ロンドン市 E14 5LB、カナリー・ワーフ、カナダ・スクエア、シティグループ・センター 

（Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB） 
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支払代理人 

ノムラ・バンク（ルクセンブルク）エス・エー 

（Nomura Bank (Luxembourg) S.A.） 

エスペランジュ L-5826、ガスペリッシュ通り33番A棟 

（Bâtiment A, 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange） 

計算代理人 

ノムラ・インターナショナル・ピーエルシー 

（Nomura International plc） 

ロンドン市 EC4R 3AB エンジェル・レーン１ 

（1 Angel Lane, London EC4R 3AB） 

受渡代理人 

本外国指標連動証券については指定されていない。 

NEFおよび保証会社は、以下の全ての条件を満たす場合には、支払代理人、計算代理人および／

もしくは受渡代理人の指名を変更もしくは終了させる権利ならびに／または追加のもしくはその

他の支払代理人、計算代理人もしくは受渡代理人を指名する権利ならびに／または支払代理人、

計算代理人もしくは受渡代理人の所定の事務所の変更を承認する権利を有する。 

(ⅰ)NEFが設立された法域を除くヨーロッパ大陸内に支払代理人を常置すること。 

(ⅱ)計算代理人が任命された本外国指標連動証券に関し計算代理人を常置すること。 

(ⅲ)代理人を常置すること。 

変更、終了、指名または移行は、上記「９ 通知」に従って、本外国指標連動証券の所持人に対

する30日以上45日以内の事前の通知がなされた後にのみ（(ⅰ)支払不能の場合、または(ⅱ)支払

代理人が、内国歳入法第1471条から第1474条までの規定、かかる条項に基づく規則もしくは合意、

もしくはかかる条項の公的な解釈もしくはかかる条項に関する政府間の提案を施行する法律に

従って定義される「外国金融機関」であり、「パススルー支払」に対する源泉徴収税の施行日以

降に「参加外国金融機関」とはならないかもしくは同日以降に「参加外国金融機関」ではなくな

る場合もしくは「パススルー支払」に対する源泉徴収税の施行日以降に「パススルー支払」に対

する源泉徴収税を免除されるようにならないかもしくは同日以降に「パススルー支払」に対する

源泉徴収税を免除されなくなる場合（上記の用語は内国歳入法第1471条から第1474条までの規定、

かかる条項に基づく規則もしくは合意、もしくはかかる条項の公的な解釈もしくはかかる条項に

関する政府間の提案を施行する法律に従い定義される。）には、「パススルー支払」に対する源

泉徴収税の施行日以降、いずれの場合も直ちに）効力を生じるものとする。 

代理人、その他の支払代理人、計算代理人および受渡代理人は、代理契約に基づき職務を行う

際に、NEFおよび保証会社の代理人としてのみ職務を行い、本外国指標連動証券の所持人に対して

義務を負わず、また、本外国指標連動証券の所持人と代理または信託の関係を有しない。ただし、

（本外国指標連動証券の所持人に対し本外国指標連動証券の償還の支払をするNEFまたは場合によ

り保証会社の義務に影響を及ぼすことなく）本外国指標連動証券に関して期限が到来した額の支

払のために代理人が受領した資金は、上記「10 消滅時効」に定められた消滅時効期間が満了する

まで、代理人が本外国指標連動証券の所持人のために保管する。代理契約は、一定の事情の下で

の代理人、支払代理人、計算代理人および受渡代理人に対する補償およびそれらの責任免除のた

めの規定を含んでおり、また、代理人およびその他の支払代理人がNEFおよび保証会社との間で営

業上の取引を行うことができ、かかる取引から生じた利益を本外国指標連動証券の所持人に帰属

させる義務を負わない旨の規定を含んでいる。代理契約には、代理人が吸収合併もしくは組織変
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更を行った事業体、代理人との間で新設合併を行った事業体または代理人がその資産のほぼ全て

を譲渡した事業体を承継代理人として認める条項が規定されている。 

 

(6) 追加発行 

NEFは、本外国指標連動証券の所持人の同意を得ることなく、全ての点（またはその発行総額、

および発行価格を除く全ての点）において本外国指標連動証券と同じ要項の社債を随時成立させ

発行し、かかる社債を未償還の本外国指標連動証券と統合して単一のシリーズとすることができ

る。 
 

-299-



指数の概要 

 

ファクトセット・グローバル・ニッチトップ・ジャパンエンタープライズ指数（課税後配当込み） 

ファクトセット・グローバル・ニッチトップ・ジャパンエンタープライズ指数（課税後配当込み）は、

特定のニッチ産業において高いグローバル・マーケット・シェアを持つ、日本の中小型株のパフォーマ

ンスを表すよう設計された指数である。 

指数値の基準日は2015年１月30日とし、基準日の指数値（基準値）を1,000とする。本指数は配当から源

泉徴収税を控除した金額を再投資する課税後配当込みの指数である。 

 

定期入替え 

毎年１月の最終営業日の終了後、定期入替えが行われる（定期入替日）。指数を構成するために使用さ

れるデータは、毎年12月の最終営業日の終了時点（定期入替基準日）のものとする。 

 

構成銘柄の選定方法 

・日本国内の取引所に上場する、日本国内の銘柄の普通株式（ただし、日本銀行と不動産投資法人

（REIT）は除く。）を対象とする。 

・定期入替基準日における時価総額の降順でランク付けされ、１位から400位、および1001位以降は

除外し、さらに過去３ヶ月間の平均日次売買代金の下位10％にランクされている銘柄も除外した結

果残った銘柄群から、グローバル競争力ランキング(※)に基づいて100銘柄を選定する。 

・毎年の定期入替では、グローバル競争力ランキング上位50銘柄を無条件に指数採用銘柄とする。上

位51位から150位にランクされた銘柄を採用候補とし、採用候補のうち既採用銘柄を上位から順に

100銘柄に達するまで採用する。既採用銘柄を採用した後に、採用銘柄が100銘柄に達しない場合に

は、不足分を採用候補のうち未採用銘柄の上位から順に採用する。 

 

(※)グローバル競争力ランキング 

FactSet RBICS（Revere Business Industry Classification System:リビア業種・産業分類基準）でカ

バーされるグローバル銘柄から、定期入替基準日の直近２会計年度において、年度末が４月１日から３

月31日に到来する最新の決算報告書情報から計算されたデータを使用する。 

以下の数式に基づいて各企業の「グローバル・マーケット・シェア（％）」（RBICSレベル５を用いる）

を計算する。ここでの「セグメント別売上高」はRBICSレベル５を用いた売上高である。企業の売上高

データはFactSetの財務データベースに基づいており、平均為替レートに基づいて米国ドルに換算される

（マイナスまたはゼロの売上高の企業は分析から除外される。）。また、企業は１つ以上のRBICSレベル

５業種へのエクスポージャーを持つことがあり、１つ以上の「グローバル・マーケット・シェア（％）」

を持つことがある。 

 

 

 

各企業の「グローバル・マーケット・シェア（％）」がRBICSレベル５内で計算されると、「グローバ

ル・マーケット・シェア（％）」第１位の企業から昇順にランキングされる。これが「グローバル・

マーケット・シェア・ランキング」の基礎となる。 
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特定のRBICSレベル５の中で同順位が存在する場合、より大きな「セグメント売上高比率」を有する企業

が上位にランキングされる。「グローバル・マーケット・シェア（％）」と「セグメント売上高比率」

の両方で同順位の場合は絶対的な「セグメント売上高」が大きい企業が上位とみなされる。 

次に複数のRBICSレベル５に対してエクスポージャーがあるために複数の「グローバル・マーケット・

シェア・ランキング」を持つ企業の場合は、以下の手順を実行して独自のランキングを割り当てる。 

ステップ１：「法人・その他未配分売上高」および「一般・複数業種売上高」と呼ばれるRBICSレ

ベル５の業種を除外する。 

ステップ２：企業における収益が10％未満のRBICSレベル５の業種を除外する。 

ステップ３：企業における最も高い「グローバル・マーケット・シェア・ランキング」を選択する。 

ステップ４：「グローバル・マーケット・シェア・ランキング」において同順位がある場合は、よ

り大きな「グローバル・マーケット・シェア（％）」を有する方を選択する。 

 

構成銘柄の組入比率 

選定された100銘柄を浮動株調整時価総額に基づいて加重する。 
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投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項 

 

本受益権または本外国指標連動証券に関するリスク要因 

 

本受益権の信託財産である本外国指標連動証券は、発行会社の担保の裏付けがない証券であり、担保付

債務ではない。また本外国指標連動証券および／または本受益権のリターンは、本外国指標連動証券お

よび／または本受益権の連動指標であるファクトセット・グローバル・ニッチトップ・ジャパンエン

タープライズ指数（課税後配当込み）（以下本項において「本指数」または「連動先指数」という。）

のパフォーマンスに連動している。本外国指標連動証券および／または本受益権に投資することは、連

動先指数の構成銘柄に直接投資することと同じではない。 

 

本「投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項」の項では、本受益権への投資を検討するに

あたり投資家になろうとする者が考慮すべきリスク要因について記載する。投資家は、本受益権に投資

する前に、以下に記載のリスクに関する情報のほか、本書中に記載のその他の情報を熟読すべきである。 

 

以下に明示されている各リスクは、本受益権への投資に内在する主要なリスクを説明したものである。

以下に明示されている各リスクは、発行会社の事業、業務、財務状態または見通しに重大な悪影響を及

ぼす可能性があり、結果的には投資家が本受益権に関して受領するリターンに重大な悪影響を及ぼす可

能性がある。さらに以下に明示されている各リスクは、本外国指標連動証券および／または本受益権の

取引価格または本受益権に基づく投資家の権利に悪影響を及ぼすおそれがあり、その結果、投資家は投

資金額の全部または一部を失うおそれがある。 

 

本受益権に投資しようとする者は、下記のリスクが、発行会社が直面しているリスクまたは本外国指標

連動証券および／または本受益権の性質により生じうるリスクの全てではない点に留意するべきである。

発行会社は、その業務および発行されうる本外国指標連動証券に関連するリスクのうち、自らが重要で

あると考えるリスクのみを記載している。発行会社が現在重要でないと考えている、または現在認識し

ていないその他のリスクが存在する可能性があり、これらのいずれかが投資家が本受益権に関して受領

するリターンに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。本受益権に投資しようとする者は、本外国指標連

動証券および／または本受益権に関するリスクを十分に理解できない場合、別途投資に関する助言を求

めるべきである。 

 

発行会社または保証会社の信用リスク 

 

本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の償還金額の支払は発行会社または保証会社の義務と

なっている。したがって、発行会社または保証会社の倒産や財務状況の悪化等により発行会社または保

証会社が本外国指標連動証券の償還金額を支払わず、または支払うことができない場合には、投資家は

損失を被りまたは投資元本を割り込むことがあり、投資元本の全てを失うこともある。 

 

信用格付の引き下げは、本外国指標連動証券および／または本受益権の価格の低下につながるおそれが

ある 

 

本外国指標連動証券および／または本受益権の価値は、部分的に、発行会社または保証会社の信用力に

対する投資家の一般的な評価の影響を受けると予想される。格付機関は発行会社または保証会社の格付
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けの引下げや取消を行い、または格下げの可能性ありとして「クレジット・ウォッチ」に指定されるこ

とがある。その結果、本外国指標連動証券および／または本受益権の価格の低下につながるおそれがあ

る。 

 

満期時または償還時の連動先指数の水準が、開始日時点の当該指数の水準を上回った場合でも、投資家

が受領する金額が本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の元本を割り込む場合がある 

 

本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の管理費用は、本外国指標連動証券の満期時または償還

時において投資家が受領する償還金額を減少させ、また管理費用および償還手数料は任意償還または期

限前償還において投資家が受領する償還金額を減少させるため、投資家が本外国指標連動証券の満期時

または償還時において少なくとも投資元本を受領するには、本外国指標連動証券および／または本受益

権の連動指標である本指数の数値が上昇する必要がある。償還価額の決定に際して管理費用は毎日計算

され参考終値から差し引かれるため、手数料の正味の影響は時間の経過とともに累積されていくもので

あり、本書に定められる所定の年率にて差し引かれる。したがって、本指数の水準が上昇しない場合も

しくは本外国指標連動証券および／もしくは本受益権の連動指標である本指数の水準の上昇が管理費用

（任意償還もしくは期限前償還の場合には、それに加え償還手数料）のマイナスの影響を相殺するのに

十分なものでない場合、または本外国指標連動証券および／もしくは本受益権の連動指標である本指数

の水準が低下した場合には、投資家が満期時または償還時において受領する金額が投資元本を下回り、

またはゼロになる可能性がある。 

 

本受益権の上場廃止その他本信託の終了事由が発生した場合に投資家が受領する金額は、本受益権の信

託財産である本外国指標連動証券の満期まで本受益権を保有していた場合に受領し得た金額よりも少な

い可能性がある 

 

本受益権の上場廃止その他本信託の終了事由が発生した場合、投資家は、残余財産として本外国指標連

動証券の償還価額相当額を受領することが予定されている。この場合に投資家が受領する金額は、本受

益権の信託財産である本外国指標連動証券の満期までに本受益権を保有していた場合に受領し得た金額

よりも少ない可能性がある。 

 

本受益権の市場価格と、本受益権の基準価額および本外国指標連動証券の償還価額の値動きは乖離する

可能性がある 

 

本受益権の市場価格は、市場での需給等に左右されるため、連動対象となる指標の値動きや本受益権の

基準価額および本外国指標連動証券の償還価額の値動きと乖離する可能性がある。なお、本受益権の基

準価額は、本受益権１口当たりの信託財産の評価額であり、本外国指標連動証券１券面の額面金額当た

りの償還価額を受益権付与率で除することにより算出される（小数点以下は切り上げる。）。 
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投資家は本受益権の信託財産である本外国指標連動証券に関して利息の支払を受けるものではなく、本

指数に含まれる契約に関していかなる権利も有さない 

 

投資家は、本受益権の信託財産である本外国指標連動証券に関して定期的な利息の支払を受けない。投

資家は、本外国指標連動証券および／または本受益権の連動指標である本指数に含まれる指数構成銘柄

に投資している投資家であれば有する権利を有さない。 

 

本外国指標連動証券および／または本受益権の時価は、多数の予測不能な要因の影響を受けるおそれが

ある 

 

本外国指標連動証券および／または本受益権の時価は、購入日以降、変動するおそれがある。また投資

家は、本受益権を市場で売却した場合には多額の損失を被るおそれがある。発行会社は、一般にどの要

因よりも本外国指標連動証券および／または本受益権の時価に影響を及ぼすのは、連動先指数の構成銘

柄および本指数自体の価値であると考えている。複数のその他の要因（その多くは発行会社のコント

ロールが及ばないものである。）が本外国指標連動証券および／または本受益権の時価に影響を及ぼす

こととなる。本外国指標連動証券および／または本受益権の時価に影響を及ぼす主な要因としては、以

下が挙げられる。 

・連動先指数の水準 

・本受益権の市場における需給状態（本受益権のマーケット・メーカーにおける在庫ポジションを含

む。） 

・本外国指標連動証券の満期までの残存期間 

・金利 

・認識されている発行会社または保証会社の信用力 

・上場および店頭取引の株式デリバティブ市場における需給状態 

・同じ連動先指数を対象とする仕組商品市場における需給状態およびヘッジ活動 

これらの要因は複雑な形で相互に関係している場合があり、一つの要因が本外国指標連動証券および／

または本受益権の時価に及ぼす影響によって別の要因の影響が相殺されたり、または別の要因の影響が

拡大する場合がある。 

 

本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の期限前償還または消却 

 

本外国指標連動証券は、調整事由の発生、債務不履行事由の発生または発行会社による本外国指標連動

証券に基づく債務の履行の全部もしくは一部が違法になったかもしくは物理的に実行不可能になった場

合その他の要因により、期限前償還金額の支払をすることにより期限前償還される可能性がある。かか

る期限前償還金額は、いかなる場合であっても、本外国指標連動証券の償還または消却に関連して発行

会社によりまたは発行会社に代わって負担された（または負担される予定の）一切の費用、損失および

経費（もしあれば）（ヘッジ解約費用を含み、これらに限定されない。）が差し引かれる。かかる費用、

損失および経費は、本外国指標連動証券の所持人が償還または消却時に受領する金額を減少させ、期限

前償還金額をゼロまで減少させる可能性がある。発行会社は、何らかの、または特定の方法でヘッジ取

引を行う義務を負っておらず、費用、損失および経費が最低限となる（または最低限となることが期待

される）方法でヘッジ取引を行うことを要求されない。 
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インデックス・スポンサーの方針、ならびに連動先指数の構成および評価に影響を及ぼす変更は、本外

国指標連動証券および／または本受益権に対して支払われる金額ならびにその時価に影響を及ぼすおそ

れがある 

 

連動先指数の水準の計算に関するインデックス・スポンサーの方針、ならびに連動先指数の構成および

評価に影響を及ぼす変更が連動先指数にどのように反映されるかは、連動先指数の数値、ひいては満期

時または償還時に本外国指標連動証券および／または本受益権に対して支払われる金額ならびに満期前

の本外国指標連動証券および／または本受益権の時価に影響するおそれがある。 

 

最終評価日において市場混乱事由が発生しておりまたは存在する場合には、償還価額の決定が延期され

ることがある 

 

最終評価日における本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の償還価額の決定は、計算代理人が、

かかる最終評価日において市場混乱事由が発生しているかまたは存在していると判断した場合には、こ

れを延期することができる。ただし、決定が延期されたにもかかわらず、延期後の日においても市場混

乱事由が発生しているかまたは存在している場合には、計算代理人は、かかる日において、市場環境を

考慮した上で償還価額を決定することができる。 

 

本指数に関する過去の水準は、本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の満期までの期間中の、

本指数の将来のパフォーマンスを示すと解釈すべきではない 

 

本外国指標連動証券および／または本受益権の連動指標である本指数が将来上昇するかまたは下落する

かを正確に予想することは不可能である。本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の満期までの

期間中の本指数の実際のパフォーマンス、および満期時または償還時に支払われる金額は、本指数の過

去の水準とは関係していない。 

 

本外国指標連動証券および／または本受益権に関する市場の流動性は、時間の経過とともに大幅に変化

する可能性がある 

 

本外国指標連動証券および／または本受益権の数量または額面総額は、本外国指標連動証券の任意償還、

期限前償還および／または本受益権の転換によりいつでも減少する可能性がある。したがって、本受益

権の市場の流動性は、本外国指標連動証券および／または本受益権の満期までの期間中に大幅に変化す

る可能性がある。 

 

投資家と計算代理人との間に利益相反の可能性が存在する 

 

本外国指標連動証券に関してノムラ・インターナショナル・ピーエルシーが計算代理人を務めている。

計算代理人は、とりわけ、その満期時または償還時に本外国指標連動証券に関して投資家に支払われる

償還価額を決定する。 

 

本指数のインデックス・スポンサーが本指数の算出または公表を中止または一時停止した場合、本外国

指標連動証券および／または本受益権の時価を決定することが難しくなる可能性がある。これらの事象

が発生した場合、または本指数の数値が市場混乱事由その他の理由により入手もしくは算出できない場
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合には、計算代理人は、その単独の裁量により本指数の数値を誠実に見積もることを要求される場合が

ある。 

 

計算代理人は、その職務を履行する際、自身で判断を行う。例えば、計算代理人は、評価日（最終評価

日を含む。）において、本指数に影響する市場混乱事由が発生または存在しているか否かを決定しなけ

ればならない場合がある。この判断は結局、その事由によって、スワップ・カウンターパーティのヘッ

ジ・ポジションを解約する能力が著しく阻害されることとなったか否かについての計算代理人の判断に

かかっている。これらの計算代理人による判断は、本外国指標連動証券および／または本受益権の時価

に影響するおそれがあるため、計算代理人がそのような判断を行う必要がある場合、計算代理人は相反

する利益を有する可能性がある。 
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＜共通事項＞ 

 

信託報酬 

 

 受託者が委託者から収受する信託報酬として、委託者と受託者が定めるもの（第一管理信託報酬）に

ついては、委託者がこれを負担する。 

 

租税の取扱い 

 

 本受益権に関する租税の取扱いは以下のとおりである。ただし、本受益権が租税特別措置法上、上場

株式等に該当しないこととなる場合の個人の受益者に対する課税については、この限りでない。租税の

取扱いについては、各受益者において、税務専門家等に確認されたい。また、税法が改正された場合等

には、下記の内容が変更されることがある。 

 

(ⅰ) 個人の受益者に対する課税 

＜本受益権の売却時＞ 

本受益権を売却する場合（受益者による委託者買取請求に基づく売却も含む。以下同じとする。）

には、「申告分離課税」の取扱いとなり、譲渡益に対する課税は、20％（所得税15％および地方税

５％）の税率となる（ただし、2037年12月31日までは、20.315％（所得税15.315％および地方税５％）

の税率となる。）。なお、「源泉徴収あり」の特定口座にて本受益権を有する受益者については、源

泉徴収が行われる（原則として、確定申告は不要である。）。 

差損（譲渡損）については、確定申告により、特定公社債等の利子所得等および譲渡所得等ならび

に上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当等（申告分離課税を選択したものに限る。）と損益通

算が可能である。 

 

＜償還金の受取時＞ 

本信託の終了により交付を受ける金銭（以下「償還金」という。）の全額が株式等に係る譲渡所得

等の収入金額とみなされるため、取得価額との差益（譲渡益）は譲渡所得として20％（所得税15％お

よび地方税５％）の税率（ただし、2037年12月31日までは、20.315％（所得税15.315％および地方税

５％）の税率となる。）による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要である。なお、「源泉徴

収あり」の特定口座にて本受益権を有する受益者については、源泉徴収が行われる（原則として、確

定申告は不要である。）。 

差損（譲渡損）については、確定申告により、特定公社債等の利子所得等および譲渡所得等ならび

に上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当等（申告分離課税を選択したものに限る。）と損益通

算が可能である。また、償還金の受取時の差益（譲渡益）については、上場株式等の譲渡損と損益通

算が可能である。 

 

(ⅱ) 法人の受益者に対する課税 

＜本受益権の売却時＞ 

通常の株式の売却時と同様に、本受益権の取得価額と売却価額との差額について、他の法人所得と

合算して課税される。 
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＜償還金の受取時＞ 

償還金の全額と取得価額との差益（譲渡益）が、通常の株式の売却時と同様に、他の法人所得と合

算して課税される。 

 

２【新規発行による手取金の使途】 

（１）【新規発行による手取金の額】 

払込金額の総額 発行諸費用の概算額 差引手取概算額 

１兆1,500億円(注１) ４億円(注２) １兆1,496億円(注１) 

(注１) 当該金額は、上限金額である。 

(注２) 当該金額は、各本受益権が上限金額まで発行された場合の発行諸費用の見積概算額である。 

 

（２）【手取金の使途】 

 各本受益権に係る信託の信託財産として拠出された本外国指標連動証券の発行に係る手取金は、

野村ホールディングス株式会社およびその連結子会社に対する貸付資金に充当する予定である。 

 

第２【売出要項】 

 

該当事項なし。 
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】 

 

本「募集又は売出しに関する特別記載事項」には、本受益権、またはその信託財産である本外国指標

連動証券（本項では以下「本指標連動債」という。）のそれぞれについて、主な投資リスクや連動対象

となる指標の概要等を記載している。 

 

＜NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブル ETNに関する情報＞ 

銘柄名 NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブル ETN（銘柄コード：2031） 

連動対象となる 

指標 
円換算した「ハンセン指数・レバレッジインデックス」 

連動対象となる 

指標の概要 

連動対象となる指標は、日々の騰落率がハンセン指数の日々の騰落率の２倍か

ら金利・印紙税相当分を控除して計算されたハンセン指数・レバレッジイン

デックス（香港ドル建て）を円換算したものです。その円換算前の値動きは

NEXT NOTES ウェブサイト（https://nextnotes.com/ （またはその承継 URL））

をご参照下さい。 

なお、ハンセン指数は、香港取引所のメインボードに上場している銘柄のう

ち、時価総額が大きく、流動性の高い銘柄で構成される指数です。ハンセン・

インデックス・カンパニー・リミテッドは、構成銘柄数を2022年半ばまでに80

銘柄に増やし、最終的に100銘柄に固定することを目標としています。 

主な投資リスク 

≪価格変動リスク≫本受益権は、連動対象となる指標、金利水準、為替の変動、

発行会社の倒産や財務状況等の悪化、その他の市場要因等の影響等により価格

が変動し損失を被ることがあります｡ 

≪発行会社または保証会社に関する信用リスク≫本指標連動債は、発行会社ま

たは保証会社の信用力をもとに発行されているため、発行会社または保証会社

の倒産や財務状況の悪化等の影響により、その価格が変動し損失を被ることが

あります。 

≪為替に関するリスク≫本受益権は、連動対象となる指標が香港ドル建て指数を

円換算したものであるため、為替相場の変動によって価格が変動し損失を被る

ことがあります。 

≪市場価格と基準価額等の値動きが乖離するリスク≫本受益権の取引所におけ

る時価は、市場での需給等によって変動するため、連動対象となる指標の値動

きや本受益権の基準価額および本指標連動債の償還価額の値動きと乖離する可

能性があります。 

≪流動性リスク≫本受益権は取引所で売買されるため、市場における需給関係に

よっては、希望する価格や数量での約定ができない場合があります。 

≪上場廃止に関するリスク≫本受益権は、信託の終了または取引所の上場廃止基

準への抵触等により、上場廃止となる可能性があります。 
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連動対象となる 

指標に関する 

注意点 

ハンセン指数・レバレッジインデックスの２営業日以上離れた期間の騰落率

は、同期間のハンセン指数の騰落率の２倍とは、通常は一致しません。 

ハンセン指数の価格変動性（ボラティリティ）が大きくなればなるほど、ま

た、投資期間が長くなればなるほど、その差は大きくなる傾向があります。 

本指標連動債の 

償還、または 

信託の終了 

≪満期償還日≫2033 年２月７日 

≪早期償還≫満期償還日の 10 営業日前までに償還価額が０以下となった場合、

本指標連動債は０円で償還されます。 

また、本指標連動債は、税制や法令等の変更、連動対象となる指標の計算方法

の著しい変更、ヘッジ障害、その他の事由が生じた場合、期限前に償還される

可能性があります。 

≪信託終了≫「本受益権の純資産総額が個別契約で定める金額（５億円）を下回

り、発行会社が受託者に対して個別契約を終了する旨の書面による通知をした

とき」などの事由が発生したときには、信託は終了し、上場廃止となります。 

※上記は、本受益権の主な投資リスク等の概略です。詳細は「第１ 募集要項」をご参照下さい。 
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＜NEXT NOTES 香港ハンセン・ベア ETNに関する情報＞ 

銘柄名 NEXT NOTES 香港ハンセン・ベア ETN（銘柄コード：2032） 

連動対象となる 

指標 
円換算した「ハンセン指数・ショートインデックス」 

連動対象となる 

指標の概要 

連動対象となる指標は、日々の騰落率がハンセン指数（配当込指数）の日々の

騰落率の－１倍に金利相当分を加算し印紙税相当分を控除して計算されたハン

セン指数・ショートインデックス（香港ドル建て）を円換算したものです。そ

の円換算前の値動きはNEXT NOTESウェブサイト（https://nextnotes.com/ （ま

たはその承継URL））をご参照下さい。 

なお、ハンセン指数は、香港取引所のメインボードに上場している銘柄のう

ち、時価総額が大きく、流動性の高い銘柄で構成される指数です。ハンセン・

インデックス・カンパニー・リミテッドは、構成銘柄数を2022年半ばまでに80

銘柄に増やし、最終的に100銘柄に固定することを目標としています。 

主な投資リスク 

≪価格変動リスク≫本受益権は、連動対象となる指標、金利水準、為替の変動、

発行会社の倒産や財務状況等の悪化、その他の市場要因等の影響等により価格

が変動し損失を被ることがあります｡ 

≪発行会社または保証会社に関する信用リスク≫本指標連動債は、発行会社ま

たは保証会社の信用力をもとに発行されているため、発行会社または保証会社

の倒産や財務状況の悪化等の影響により、その価格が変動し損失を被ることが

あります。 

≪為替に関するリスク≫本受益権は、連動対象となる指標が香港ドル建て指数を

円換算したものであるため、為替相場の変動によって価格が変動し損失を被る

ことがあります。 

≪市場価格と基準価額等の値動きが乖離するリスク≫本受益権の取引所におけ

る時価は、市場での需給等によって変動するため、連動対象となる指標の値動

きや本受益権の基準価額および本指標連動債の償還価額の値動きと乖離する可

能性があります。 

≪流動性リスク≫本受益権は取引所で売買されるため、市場における需給関係に

よっては、希望する価格や数量での約定ができない場合があります。 

≪上場廃止に関するリスク≫本受益権は、信託の終了または取引所の上場廃止基

準への抵触等により、上場廃止となる可能性があります。 

連動対象となる 

指標に関する 

注意点 

ハンセン指数・ショートインデックスの２営業日以上離れた期間の騰落率は、

同期間のハンセン指数（配当込指数）の騰落率の－１倍とは、通常は一致しま

せん。 

ハンセン指数（配当込指数）の価格変動性（ボラティリティ）が大きくなれば

なるほど、また、投資期間が長くなればなるほど、その差は大きくなる傾向が

あります。 
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本指標連動債の 

償還、または 

信託の終了 

≪満期償還日≫2033 年２月７日 

≪早期償還≫満期償還日の 10 営業日前までに償還価額が０以下となった場合、

本指標連動債は０円で償還されます。 

また、本指標連動債は、税制や法令等の変更、連動対象となる指標の計算方法

の著しい変更、ヘッジ障害、その他の事由が生じた場合、期限前に償還される

可能性があります。 

≪信託終了≫「本受益権の純資産総額が個別契約で定める金額（５億円）を下回

り、発行会社が受託者に対して個別契約を終了する旨の書面による通知をした

とき」などの事由が発生したときには、信託は終了し、上場廃止となります。 

※上記は、本受益権の主な投資リスク等の概略です。詳細は「第１ 募集要項」をご参照下さい。 
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＜NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブル ETNに関する情報＞ 

銘柄名 NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブル ETN（銘柄コード：2033） 

連動対象となる 

指標 
円換算した「韓国総合株価指数200・レバレッジインデックス」 

連動対象となる 

指標の概要 

連動対象となる指標は、日々の騰落率が韓国総合株価指数200の日々の騰落率の

２倍から金利相当分を控除して計算された韓国総合株価指数200・レバレッジイ

ンデックス（韓国ウォン建て）を円換算したものです。その円換算前の値動き

は NEXT NOTESウェブサイト（ https://nextnotes.com/ （またはその承継

URL））をご参照下さい。 

なお、韓国総合株価指数200は、韓国証券取引所上場の主要200銘柄で構成され

る指数です。 

主な投資リスク 

≪価格変動リスク≫本受益権は、連動対象となる指標、金利水準、為替の変動、

発行会社の倒産や財務状況等の悪化、その他の市場要因等の影響等により価格

が変動し損失を被ることがあります｡ 

≪発行会社または保証会社に関する信用リスク≫本指標連動債は、発行会社ま

たは保証会社の信用力をもとに発行されているため、発行会社または保証会社

の倒産や財務状況の悪化等の影響により、その価格が変動し損失を被ることが

あります。 

≪為替に関するリスク≫本受益権は、連動対象となる指標が韓国ウォン建て指数

を円換算したものであるため、為替相場の変動によって価格が変動し損失を被

ることがあります。 

≪市場価格と基準価額等の値動きが乖離するリスク≫本受益権の取引所におけ

る時価は、市場での需給等によって変動するため、連動対象となる指標の値動

きや本受益権の基準価額および本指標連動債の償還価額の値動きと乖離する可

能性があります。 

≪流動性リスク≫本受益権は取引所で売買されるため、市場における需給関係に

よっては、希望する価格や数量での約定ができない場合があります。 

≪上場廃止に関するリスク≫本受益権は、信託の終了または取引所の上場廃止基

準への抵触等により、上場廃止となる可能性があります。 

連動対象となる 

指標に関する 

注意点 

韓国総合株価指数200・レバレッジインデックスの２営業日以上離れた期間の騰

落率は、同期間の韓国総合株価指数200の騰落率の２倍とは、通常は一致しませ

ん。 

韓国総合株価指数200の価格変動性（ボラティリティ）が大きくなればなるほ

ど、また、投資期間が長くなればなるほど、その差は大きくなる傾向がありま

す。 
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本指標連動債の 

償還、または 

信託の終了 

≪満期償還日≫2033 年２月７日 

≪早期償還≫満期償還日の 10 営業日前までに償還価額が０以下となった場合、

本指標連動債は０円で償還されます。 

また、本指標連動債は、税制や法令等の変更、連動対象となる指標の計算方法

の著しい変更、ヘッジ障害、その他の事由が生じた場合、期限前に償還される

可能性があります。 

≪信託終了≫「本受益権の純資産総額が個別契約で定める金額（５億円）を下回

り、発行会社が受託者に対して個別契約を終了する旨の書面による通知をした

とき」などの事由が発生したときには、信託は終了し、上場廃止となります。 

※上記は、本受益権の主な投資リスク等の概略です。詳細は「第１ 募集要項」をご参照下さい。 
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＜NEXT NOTES 韓国KOSPI・ベア ETNに関する情報＞ 

銘柄名 NEXT NOTES 韓国KOSPI・ベア ETN（銘柄コード：2034） 

連動対象となる 

指標 
円換算した「韓国総合株価指数200（先物）・インバースインデックス」 

連動対象となる 

指標の概要 

連動対象となる指標は、日々の騰落率が韓国総合株価指数200（先物）の日々の

騰落率の－１倍に金利相当分を加算して計算された韓国総合株価指数200（先

物）・インバースインデックス（韓国ウォン建て）を円換算したものです。そ

の円換算前の値動きはNEXT NOTESウェブサイト（https://nextnotes.com/ （ま

たはその承継URL））をご参照下さい。 

なお、韓国総合株価指数200（先物）は、韓国総合株価指数200先物市場に上場

している直近限月の価格の値動きに連動した指数（ロールオーバーコスト込

み）です。 

主な投資リスク 

≪価格変動リスク≫本受益権は、連動対象となる指標、金利水準、為替の変動、

発行会社の倒産や財務状況等の悪化、その他の市場要因等の影響等により価格

が変動し損失を被ることがあります｡ 

≪発行会社または保証会社に関する信用リスク≫本指標連動債は、発行会社ま

たは保証会社の信用力をもとに発行されているため、発行会社または保証会社

の倒産や財務状況の悪化等の影響により、その価格が変動し損失を被ることが

あります。 

≪為替に関するリスク≫本受益権は、連動対象となる指標が韓国ウォン建て指数

を円換算したものであるため、為替相場の変動によって価格が変動し損失を被

ることがあります。 

≪市場価格と基準価額等の値動きが乖離するリスク≫本受益権の取引所におけ

る時価は、市場での需給等によって変動するため、連動対象となる指標の値動

きや本受益権の基準価額および本指標連動債の償還価額の値動きと乖離する可

能性があります。 

≪流動性リスク≫本受益権は取引所で売買されるため、市場における需給関係に

よっては、希望する価格や数量での約定ができない場合があります。 

≪上場廃止に関するリスク≫本受益権は、信託の終了または取引所の上場廃止基

準への抵触等により、上場廃止となる可能性があります。 

連動対象となる 

指標に関する 

注意点 

韓国総合株価指数 200（先物）・インバースインデックスの２営業日以上離れ

た期間の騰落率は、同期間の韓国総合株価指数 200（先物）の騰落率の－１倍

とは、通常は一致しません。 

韓国総合株価指数 200（先物）の価格変動性（ボラティリティ）が大きくなれ

ばなるほど、また、投資期間が長くなればなるほど、その差は大きくなる傾向

があります。 
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本指標連動債の 

償還、または 

信託の終了 

≪満期償還日≫2033 年２月７日 

≪早期償還≫満期償還日の 10 営業日前までに償還価額が０以下となった場合、

本指標連動債は０円で償還されます。 

また、本指標連動債は、税制や法令等の変更、連動対象となる指標の計算方法

の著しい変更、ヘッジ障害、その他の事由が生じた場合、期限前に償還される

可能性があります。 

≪信託終了≫「本受益権の純資産総額が個別契約で定める金額（５億円）を下回

り、発行会社が受託者に対して個別契約を終了する旨の書面による通知をした

とき」などの事由が発生したときには、信託は終了し、上場廃止となります。 

※上記は、本受益権の主な投資リスク等の概略です。詳細は「第１ 募集要項」をご参照下さい。 
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＜NEXT NOTES 金先物 ダブル・ブル ETNに関する情報＞ 

銘柄名 NEXT NOTES 金先物 ダブル・ブル ETN（銘柄コード：2036） 

連動対象となる 

指標 
日経・JPX金レバレッジ指数 

連動対象となる 

指標の概要 

連動対象となる指標は、日々の騰落率が日経・JPX金指数の日々の騰落率の２倍

として計算された指数です。指数値が前日の値の10％未満にならないよう、一

定 の 制 限 が あ り ま す 。 そ の 値 動 き は NEXT NOTES ウ ェ ブ サ イ ト

（https://nextnotes.com/ （またはその承継URL））をご参照下さい。 

なお、日経・JPX金指数は、大阪取引所上場の金先物価格を用いて、中心限月か

ら翌限月の乗り換えを行いながら算出される指数です。 

主な投資リスク 

≪価格変動リスク≫本受益権は、連動対象となる指標、金利水準、発行会社の倒

産や財務状況等の悪化、その他の市場要因等の影響等により価格が変動し損失

を被ることがあります｡ 

≪発行会社または保証会社に関する信用リスク≫本指標連動債は、発行会社ま

たは保証会社の信用力をもとに発行されているため、発行会社または保証会社

の倒産や財務状況の悪化等の影響により、その価格が変動し損失を被ることが

あります。 

≪市場価格と基準価額等の値動きが乖離するリスク≫本受益権の取引所におけ

る時価は、市場での需給等によって変動するため、連動対象となる指標の値動

きや本受益権の基準価額および本指標連動債の償還価額の値動きと乖離する可

能性があります。 

≪流動性リスク≫本受益権は取引所で売買されるため、市場における需給関係に

よっては、希望する価格や数量での約定ができない場合があります。 

≪上場廃止に関するリスク≫本受益権は、信託の終了または取引所の上場廃止基

準への抵触等により、上場廃止となる可能性があります。 

連動対象となる 

指標の計算に 

用いられる 

先物指数に関する 

注意点 

金先物価格（中心限月）と、金先物価格をもとに計算された日経・JPX金指数の

値動きは、必ずしも一致しません。 

また、長期保有を行うことで、金先物価格（中心限月）と日経・JPX金指数の値

動きの乖離が大きくなり、期待した投資成果が得られない可能性があります。 

連動対象となる 

指標に関する 

注意点 

日経・JPX 金レバレッジ指数の２営業日以上離れた期間の騰落率は、同期間の

日経・JPX金指数の騰落率の２倍とは、通常は一致しません。 

日経・JPX 金指数の価格変動性（ボラティリティ）が大きくなればなるほど、

また、投資期間が長くなればなるほど、その差は大きくなる傾向があります。 
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本指標連動債の 

償還、または 

信託の終了 

≪満期償還日≫2033 年２月７日 

≪早期償還≫満期償還日の 10 営業日前までに償還価額が０以下となった場合、

本指標連動債は０円で償還されます。 

また、本指標連動債は、税制や法令等の変更、連動対象となる指標の計算方法

の著しい変更、ヘッジ障害、その他の事由が生じた場合、期限前に償還される

可能性があります。 

≪信託終了≫「本受益権の純資産総額が個別契約で定める金額（５億円）を下回

り、発行会社が受託者に対して個別契約を終了する旨の書面による通知をした

とき」などの事由が発生したときには、信託は終了し、上場廃止となります。 

※上記は、本受益権の主な投資リスク等の概略です。詳細は「第１ 募集要項」をご参照下さい。 
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＜NEXT NOTES 金先物 ベア ETNに関する情報＞ 

銘柄名 NEXT NOTES 金先物 ベア ETN（銘柄コード：2037） 

連動対象となる 

指標 
日経・JPX金インバース指数 

連動対象となる 

指標の概要 

連動対象となる指標は、日々の騰落率が日経・JPX金指数の日々の騰落率の－１

倍として計算された指数です。指数値が前日の値の10％未満にならないよう、

一 定 の 制 限 が あ り ま す 。 そ の 値 動 き は NEXT NOTES ウ ェ ブ サ イ ト

（https://nextnotes.com/ （またはその承継URL））をご参照下さい。 

なお、日経・JPX金指数は、大阪取引所上場の金先物価格を用いて、中心限月か

ら翌限月の乗り換えを行いながら算出される指数です。 

主な投資リスク 

≪価格変動リスク≫本受益権は、連動対象となる指標、金利水準、発行会社の倒

産や財務状況等の悪化、その他の市場要因等の影響等により価格が変動し損失

を被ることがあります｡ 

≪発行会社または保証会社に関する信用リスク≫本指標連動債は、発行会社ま

たは保証会社の信用力をもとに発行されているため、発行会社または保証会社

の倒産や財務状況の悪化等の影響により、その価格が変動し損失を被ることが

あります。 

≪市場価格と基準価額等の値動きが乖離するリスク≫本受益権の取引所におけ

る時価は、市場での需給等によって変動するため、連動対象となる指標の値動

きや本受益権の基準価額および本指標連動債の償還価額の値動きと乖離する可

能性があります。 

≪流動性リスク≫本受益権は取引所で売買されるため、市場における需給関係に

よっては、希望する価格や数量での約定ができない場合があります。 

≪上場廃止に関するリスク≫本受益権は、信託の終了または取引所の上場廃止基

準への抵触等により、上場廃止となる可能性があります。 

連動対象となる 

指標の計算に 

用いられる 

先物指数に関する 

注意点 

金先物価格（中心限月）と、金先物価格をもとに計算された日経・JPX金指数の

値動きは、必ずしも一致しません。 

また、長期保有を行うことで、金先物価格（中心限月）と日経・JPX金指数の値

動きの乖離が大きくなり、期待した投資成果が得られない可能性があります。 

連動対象となる 

指標に関する 

注意点 

日経・JPX 金インバース指数の２営業日以上離れた期間の騰落率は、同期間の

日経・JPX金指数の騰落率の－１倍とは、通常は一致しません。 

日経・JPX 金指数の価格変動性（ボラティリティ）が大きくなればなるほど、

また、投資期間が長くなればなるほど、その差は大きくなる傾向があります。 
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本指標連動債の 

償還、または 

信託の終了 

≪満期償還日≫2033 年２月７日 

≪早期償還≫満期償還日の 10 営業日前までに償還価額が０以下となった場合、

本指標連動債は０円で償還されます。 

また、本指標連動債は、税制や法令等の変更、連動対象となる指標の計算方法

の著しい変更、ヘッジ障害、その他の事由が生じた場合、期限前に償還される

可能性があります。 

≪信託終了≫「本受益権の純資産総額が個別契約で定める金額（５億円）を下回

り、発行会社が受託者に対して個別契約を終了する旨の書面による通知をした

とき」などの事由が発生したときには、信託は終了し、上場廃止となります。 

※上記は、本受益権の主な投資リスク等の概略です。詳細は「第１ 募集要項」をご参照下さい。 
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＜NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETNに関する情報＞ 

銘柄名 NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブルETN（銘柄コード：2038） 

連動対象となる 

指標 
日経・JPX原油レバレッジ指数 

連動対象となる 

指標の概要 

連動対象となる指標は、日々の騰落率が日経・JPX原油指数の日々の騰落率の２

倍として計算された指数です。指数値が前日の値の10％未満にならないよう、

一 定 の 制 限 が あ り ま す 。 そ の 値 動 き は NEXT NOTES ウ ェ ブ サ イ ト

（https://nextnotes.com/ （またはその承継URL））をご参照下さい。 

なお、日経・JPX原油指数は、東京商品取引所上場の原油先物価格を用いて、中

心限月から翌限月の乗り換えを行いながら算出される指数です。 

主な投資リスク 

≪価格変動リスク≫本受益権は、連動対象となる指標、金利水準、発行会社の倒

産や財務状況等の悪化、その他の市場要因等の影響等により価格が変動し損失

を被ることがあります｡ 

≪発行会社または保証会社に関する信用リスク≫本指標連動債は、発行会社ま

たは保証会社の信用力をもとに発行されているため、発行会社または保証会社

の倒産や財務状況の悪化等の影響により、その価格が変動し損失を被ることが

あります。 

≪市場価格と基準価額等の値動きが乖離するリスク≫本受益権の取引所におけ

る時価は、市場での需給等によって変動するため、連動対象となる指標の値動

きや本受益権の基準価額および本指標連動債の償還価額の値動きと乖離する可

能性があります。 

≪流動性リスク≫本受益権は取引所で売買されるため、市場における需給関係に

よっては、希望する価格や数量での約定ができない場合があります。 

≪上場廃止に関するリスク≫本受益権は、信託の終了または取引所の上場廃止基

準への抵触等により、上場廃止となる可能性があります。 

連動対象となる 

指標の計算に 

用いられる 

先物指数に関する 

注意点 

原油先物価格（中心限月）と、原油先物価格をもとに計算された日経・JPX原油

指数の値動きは、必ずしも一致しません。 

また、長期保有を行うことで、原油先物価格（中心限月）と日経・JPX原油指数

の値動きの乖離が大きくなり、期待した投資成果が得られない可能性がありま

す。 

連動対象となる 

指標に関する 

注意点 

日経・JPX 原油レバレッジ指数の２営業日以上離れた期間の騰落率は、同期間

の日経・JPX 原油指数の騰落率の２倍とは、通常は一致しません。 

日経・JPX 原油指数の価格変動性（ボラティリティ）が大きくなればなるほ

ど、また、投資期間が長くなればなるほど、その差は大きくなる傾向がありま

す。 
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本指標連動債の 

償還、または 

信託の終了 

≪満期償還日≫2033 年２月７日 

≪早期償還≫満期償還日の 10 営業日前までに償還価額が０以下となった場合、

本指標連動債は０円で償還されます。 

また、本指標連動債は、税制や法令等の変更、連動対象となる指標の計算方法

の著しい変更、ヘッジ障害、その他の事由が生じた場合、期限前に償還される

可能性があります。 

≪信託終了≫「本受益権の純資産総額が個別契約で定める金額（５億円）を下回

り、発行会社が受託者に対して個別契約を終了する旨の書面による通知をした

とき」などの事由が発生したときには、信託は終了し、上場廃止となります。 

※上記は、本受益権の主な投資リスク等の概略です。詳細は「第１ 募集要項」をご参照下さい。 
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＜NEXT NOTES ドバイ原油先物 ベア ETNに関する情報＞ 

銘柄名 NEXT NOTES ドバイ原油先物 ベアETN（銘柄コード：2039） 

連動対象となる 

指標 
日経・JPX原油インバース指数 

連動対象となる 

指標の概要 

連動対象となる指標は、日々の騰落率が日経・JPX原油指数の日々の騰落率の－

１倍として計算された指数です。指数値が前日の値の10％未満にならないよ

う、一定の制限があります。その値動きは NEXT NOTESウェブサイト

（https://nextnotes.com/ （またはその承継URL））をご参照下さい。 

なお、日経・JPX原油指数は、東京商品取引所上場の原油先物価格を用いて、中

心限月から翌限月の乗り換えを行いながら算出される指数です。 

主な投資リスク 

≪価格変動リスク≫本受益権は、連動対象となる指標、金利水準、発行会社の倒

産や財務状況等の悪化、その他の市場要因等の影響等により価格が変動し損失

を被ることがあります｡ 

≪発行会社または保証会社に関する信用リスク≫本指標連動債は、発行会社ま

たは保証会社の信用力をもとに発行されているため、発行会社または保証会社

の倒産や財務状況の悪化等の影響により、その価格が変動し損失を被ることが

あります。 

≪市場価格と基準価額等の値動きが乖離するリスク≫本受益権の取引所におけ

る時価は、市場での需給等によって変動するため、連動対象となる指標の値動

きや本受益権の基準価額および本指標連動債の償還価額の値動きと乖離する可

能性があります。 

≪流動性リスク≫本受益権は取引所で売買されるため、市場における需給関係に

よっては、希望する価格や数量での約定ができない場合があります。 

≪上場廃止に関するリスク≫本受益権は、信託の終了または取引所の上場廃止基

準への抵触等により、上場廃止となる可能性があります。 

連動対象となる 

指標の計算に 

用いられる 

先物指数に関する 

注意点 

原油先物価格（中心限月）と、原油先物価格をもとに計算された日経・JPX原油

指数の値動きは、必ずしも一致しません。 

また、長期保有を行うことで、原油先物価格（中心限月）と日経・JPX原油指数

の値動きの乖離が大きくなり、期待した投資成果が得られない可能性がありま

す。 

連動対象となる 

指標に関する 

注意点 

日経・JPX 原油インバース指数の２営業日以上離れた期間の騰落率は、同期間

の日経・JPX 原油指数の騰落率の－１倍とは、通常は一致しません。 

日経・JPX 原油指数の価格変動性（ボラティリティ）が大きくなればなるほ

ど、また、投資期間が長くなればなるほど、その差は大きくなる傾向がありま

す。 
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本指標連動債の 

償還、または 

信託の終了 

≪満期償還日≫2033 年２月７日 

≪早期償還≫満期償還日の 10 営業日前までに償還価額が０以下となった場合、

本指標連動債は０円で償還されます。 

また、本指標連動債は、税制や法令等の変更、連動対象となる指標の計算方法

の著しい変更、ヘッジ障害、その他の事由が生じた場合、期限前に償還される

可能性があります。 

≪信託終了≫「本受益権の純資産総額が個別契約で定める金額（５億円）を下回

り、発行会社が受託者に対して個別契約を終了する旨の書面による通知をした

とき」などの事由が発生したときには、信託は終了し、上場廃止となります。 

※上記は、本受益権の主な投資リスク等の概略です。詳細は「第１ 募集要項」をご参照下さい。 
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＜NEXT NOTES NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジ ETNに関する情報＞ 

銘柄名 NEXT NOTES NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジ ETN（銘柄コード：2040） 

連動対象となる 

指標 
ダウ・ジョーンズ工業株価平均 レバレッジ(２倍)・インデックス(円ヘッジ) 

連動対象となる 

指標の概要 

連動対象となる指標は、日々の騰落率が、米ドル／円ヘッジされたダウ・

ジョーンズ工業株価平均（プライス・リターン）の日々の騰落率の２倍から金

利相当分を控除して計算されたものです。その値動きはNEXT NOTESウェブサイ

ト（https://nextnotes.com/ （またはその承継URL））をご参照下さい。 

なお、ダウ・ジョーンズ工業株価平均は、米国の代表的な企業（輸送業と公共

事業を除く）の株式30銘柄で構成される指数です。 

主な投資リスク 

≪価格変動リスク≫本受益権は、連動対象となる指標、金利水準、為替の変動、

発行会社の倒産や財務状況等の悪化、その他の市場要因等の影響等により価格

が変動し損失を被ることがあります｡ 

≪発行会社または保証会社に関する信用リスク≫本指標連動債は、発行会社ま

たは保証会社の信用力をもとに発行されているため、発行会社または保証会社

の倒産や財務状況の悪化等の影響により、その価格が変動し損失を被ることが

あります。 

≪為替に関するリスク≫本受益権は、連動対象となる指標が米ドル／円の為替

ヘッジを目指した指数であるものの、為替変動リスクを完全に排除できるとは

限らず、為替相場の変動によって価格が変動し損失を被ることがあります。ま

た、日米の金利差等により、ヘッジコストが生じる場合があります。 

≪市場価格と基準価額等の値動きが乖離するリスク≫本受益権の取引所におけ

る時価は、市場での需給等によって変動するため、連動対象となる指標の値動

きや本受益権の基準価額および本指標連動債の償還価額の値動きと乖離する可

能性があります。 

≪流動性リスク≫本受益権は取引所で売買されるため、市場における需給関係に

よっては、希望する価格や数量での約定ができない場合があります。 

≪上場廃止に関するリスク≫本受益権は、信託の終了または取引所の上場廃止基

準への抵触等により、上場廃止となる可能性があります。 

連動対象となる 

指標に関する 

注意点 

ダウ・ジョーンズ工業株価平均 レバレッジ(２倍)・インデックス(円ヘッジ)の

２営業日以上離れた期間の騰落率は、同期間の米ドル／円ヘッジされたダウ・

ジョーンズ工業株価平均（プライス・リターン）の騰落率の２倍とは、通常は

一致しません。 

ダウ・ジョーンズ工業株価平均（プライス・リターン）の価格変動性（ボラ

ティリティ）が大きくなればなるほど、また、投資期間が長くなればなるほ

ど、その差は大きくなる傾向があります。 
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本指標連動債の 

償還、または 

信託の終了 

≪満期償還日≫2033 年８月８日 

≪早期償還≫満期償還日の 10 営業日前までに償還価額が０以下となった場合、

本指標連動債は０円で償還されます。 

また、本指標連動債は、税制や法令等の変更、連動対象となる指標の計算方法

の著しい変更、ヘッジ障害、その他の事由が生じた場合、期限前に償還される

可能性があります。 

≪信託終了≫「本受益権の純資産総額が個別契約で定める金額（５億円）を下回

り、発行会社が受託者に対して個別契約を終了する旨の書面による通知をした

とき」などの事由が発生したときには、信託は終了し、上場廃止となります。 

※上記は、本受益権の主な投資リスク等の概略です。詳細は「第１ 募集要項」をご参照下さい。 
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＜NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジ ETNに関する情報＞ 

銘柄名 NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジ ETN（銘柄コード：2041） 

連動対象となる 

指標 
ダウ・ジョーンズ工業株価平均 インバース(－１倍)・インデックス(円ヘッジ) 

連動対象となる 

指標の概要 

連動対象となる指標は、日々の騰落率が、米ドル／円ヘッジされたダウ・

ジョーンズ工業株価平均（トータル・リターン）の日々の騰落率の－１倍に金

利相当分を加算して計算されたものです。その値動きはNEXT NOTESウェブサイ

ト（https://nextnotes.com/ （またはその承継URL））をご参照下さい。 

なお、ダウ・ジョーンズ工業株価平均は、米国の代表的な企業（輸送業と公共

事業を除く）の株式30銘柄で構成される指数です。 

主な投資リスク 

≪価格変動リスク≫本受益権は、連動対象となる指標、金利水準、為替の変動、

発行会社の倒産や財務状況等の悪化、その他の市場要因等の影響等により価格

が変動し損失を被ることがあります｡ 

≪発行会社または保証会社に関する信用リスク≫本指標連動債は、発行会社ま

たは保証会社の信用力をもとに発行されているため、発行会社または保証会社

の倒産や財務状況の悪化等の影響により、その価格が変動し損失を被ることが

あります。 

≪為替に関するリスク≫本受益権は、連動対象となる指標が米ドル／円の為替

ヘッジを目指した指数であるものの、為替変動リスクを完全に排除できるとは

限らず、為替相場の変動によって価格が変動し損失を被ることがあります。ま

た、日米の金利差等により、ヘッジコストが生じる場合があります。 

≪市場価格と基準価額等の値動きが乖離するリスク≫本受益権の取引所におけ

る時価は、市場での需給等によって変動するため、連動対象となる指標の値動

きや本受益権の基準価額および本指標連動債の償還価額の値動きと乖離する可

能性があります。 

≪流動性リスク≫本受益権は取引所で売買されるため、市場における需給関係に

よっては、希望する価格や数量での約定ができない場合があります。 

≪上場廃止に関するリスク≫本受益権は、信託の終了または取引所の上場廃止基

準への抵触等により、上場廃止となる可能性があります。 

連動対象となる 

指標に関する 

注意点 

ダウ・ジョーンズ工業株価平均 インバース(－１倍)・インデックス(円ヘッジ)

の２営業日以上離れた期間の騰落率は、同期間の米ドル／円ヘッジされたダ

ウ・ジョーンズ工業株価平均（トータル・リターン）の騰落率の－１倍とは、

通常は一致しません。 

ダウ・ジョーンズ工業株価平均（トータル・リターン）の価格変動性（ボラ

ティリティ）が大きくなればなるほど、また、投資期間が長くなればなるほ

ど、その差は大きくなる傾向があります。 
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本指標連動債の 

償還、または 

信託の終了 

≪満期償還日≫2033 年８月８日 

≪早期償還≫満期償還日の 10 営業日前までに償還価額が０以下となった場合、

本指標連動債は０円で償還されます。 

また、本指標連動債は、税制や法令等の変更、連動対象となる指標の計算方法

の著しい変更、ヘッジ障害、その他の事由が生じた場合、期限前に償還される

可能性があります。 

≪信託終了≫「本受益権の純資産総額が個別契約で定める金額（５億円）を下回

り、発行会社が受託者に対して個別契約を終了する旨の書面による通知をした

とき」などの事由が発生したときには、信託は終了し、上場廃止となります。 

※上記は、本受益権の主な投資リスク等の概略です。詳細は「第１ 募集要項」をご参照下さい。 
 

-328-



＜NEXT NOTES 東証マザーズ ETNに関する情報＞ 

銘柄名 NEXT NOTES 東証マザーズ ETN（銘柄コード：2042） 

連動対象となる 

指標 
東証マザーズ指数 

連動対象となる 

指標の概要 

連動対象となる指標は、主にマザーズ市場に上場していた内国普通株式および

グロース市場に上場する内国普通株式を対象とする浮動株調整後時価総額加重

型の株価指数です。（なお、指数構成銘柄は段階的に見直しが行われ、2023 年

４月末時点では、東証グロース市場指数構成銘柄のうち時価総額上位 250 銘柄

が採用される予定です。）その値動きは NEXT NOTES ウェブサイト

（https://nextnotes.com/ （またはその承継 URL））をご参照下さい。 

 

主な投資リスク 

≪価格変動リスク≫本受益権は、連動対象となる指標、金利水準、発行会社の倒

産や財務状況等の悪化、その他の市場要因等の影響等により価格が変動し損失

を被ることがあります｡ 

≪発行会社または保証会社に関する信用リスク≫本指標連動債は、発行会社また

は保証会社の信用力をもとに発行されているため、発行会社または保証会社の

倒産や財務状況の悪化等の影響により、その価格が変動し損失を被ることがあ

ります。 

≪市場価格と基準価額等の値動きが乖離するリスク≫本受益権の取引所における

時価は、市場での需給等によって変動するため、連動対象となる指標の値動き

や本受益権の基準価額および本指標連動債の償還価額の値動きと乖離する可能

性があります。 

≪流動性リスク≫本受益権は取引所で売買されるため、市場における需給関係に

よっては、希望する価格や数量での約定ができない場合があります。 

≪上場廃止に関するリスク≫本受益権は、信託の終了または取引所の上場廃止基

準への抵触等により、上場廃止となる可能性があります。 

本指標連動債の 

償還、または 

信託の終了 

≪満期償還日≫2033 年８月８日 

≪早期償還≫満期償還日の 10 営業日前までに償還価額が０以下となった場合、

本指標連動債は０円で償還されます。 

また、本指標連動債は、税制や法令等の変更、連動対象となる指標の計算方法

の著しい変更、ヘッジ障害、その他の事由が生じた場合、期限前に償還される

可能性があります。 

≪信託終了≫「本受益権の純資産総額が個別契約で定める金額（５億円）を下回

り、発行会社が受託者に対して個別契約を終了する旨の書面による通知をした

とき」などの事由が発生したときには、信託は終了し、上場廃止となります。 

※上記は、本受益権の主な投資リスク等の概略です。詳細は「第１ 募集要項」をご参照下さい。 
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＜NEXT NOTES STOXXアセアン好配当50（円、ネットリターン）ETNに関する情報＞ 

銘柄名 
NEXT NOTES STOXXアセアン好配当50（円、ネットリターン）ETN 

（銘柄コード：2043） 

連動対象となる 

指標 
STOXX アセアン好配当50（円、ネットリターン） 

連動対象となる 

指標の概要 

連動対象となる指標は、アセアン５ヶ国（シンガポール、マレーシア、インドネ

シア、タイ、フィリピン）の株式のうち、配当利回りが高い 50 銘柄で構成され

る課税後配当込み指数です。その値動きは NEXT NOTES ウェブサイト

（https://nextnotes.com/ （またはその承継 URL））をご参照下さい。 

主な投資リスク 

≪価格変動リスク≫本受益権は、連動対象となる指標、金利水準、為替の変動、

発行会社の倒産や財務状況等の悪化、その他の市場要因等の影響等により価格

が変動し損失を被ることがあります｡ 

≪発行会社または保証会社に関する信用リスク≫本指標連動債は、発行会社また

は保証会社の信用力をもとに発行されているため、発行会社または保証会社の

倒産や財務状況の悪化等の影響により、その価格が変動し損失を被ることがあ

ります。 

≪為替に関するリスク≫本受益権は、連動対象となる指標が、現地通貨建ての株

価を円換算して計算されたものであるため、為替相場の変動によって価格が変

動し損失を被ることがあります。 

≪市場価格と基準価額等の値動きが乖離するリスク≫本受益権の取引所における

時価は、市場での需給等によって変動するため、連動対象となる指標の値動き

や本受益権の基準価額および本指標連動債の償還価額の値動きと乖離する可能

性があります。 

≪流動性リスク≫本受益権は取引所で売買されるため、市場における需給関係に

よっては、希望する価格や数量での約定ができない場合があります。 

≪上場廃止に関するリスク≫本受益権は、信託の終了または取引所の上場廃止基

準への抵触等により、上場廃止となる可能性があります。 

本指標連動債の 

償還、または 

信託の終了 

≪満期償還日≫2034 年２月６日 

≪早期償還≫満期償還日の 10 営業日前までに償還価額が０以下となった場合、

本指標連動債は０円で償還されます。 

また、本指標連動債は、税制や法令等の変更、連動対象となる指標の計算方法

の著しい変更、ヘッジ障害、その他の事由が生じた場合、期限前に償還される

可能性があります。 

≪信託終了≫「本受益権の純資産総額が個別契約で定める金額（５億円）を下回

り、発行会社が受託者に対して個別契約を終了する旨の書面による通知をした

とき」などの事由が発生したときには、信託は終了し、上場廃止となります。 

※上記は、本受益権の主な投資リスク等の概略です。詳細は「第１ 募集要項」をご参照下さい。 
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＜NEXT NOTES S&P500 配当貴族(ネットリターン) ETNに関する情報＞ 

銘柄名 NEXT NOTES S&P500 配当貴族(ネットリターン) ETN（銘柄コード：2044） 

連動対象となる 

指標 
円換算した「S&P500 配当貴族指数(課税後配当込み)」 

連動対象となる 

指標の概要 

連動対象となる指標は、米国の代表的な株価指数「S&P500®」の構成銘柄のう

ち、25 年以上連続して増配している銘柄で構成される「S&P500 配当貴族指数

(課税後配当込み)」（米ドル建て）を円換算したものです。その円換算前の値

動きは NEXT NOTES ウェブサイト（https://nextnotes.com/ （またはその承継

URL））をご参照下さい。 

主な投資リスク 

≪価格変動リスク≫本受益権は、連動対象となる指標、金利水準、為替の変動、

発行会社の倒産や財務状況等の悪化、その他の市場要因等の影響等により価格

が変動し損失を被ることがあります｡ 

≪発行会社または保証会社に関する信用リスク≫本指標連動債は、発行会社また

は保証会社の信用力をもとに発行されているため、発行会社または保証会社の

倒産や財務状況の悪化等の影響により、その価格が変動し損失を被ることがあ

ります。 

≪為替に関するリスク≫本受益権は、連動対象となる指標が米ドル建て指数を円

換算したものであるため、為替相場の変動によって価格が変動し損失を被るこ

とがあります。 

≪市場価格と基準価額等の値動きが乖離するリスク≫本受益権の取引所における

時価は、市場での需給等によって変動するため、連動対象となる指標の値動き

や本受益権の基準価額および本指標連動債の償還価額の値動きと乖離する可能

性があります。 

≪流動性リスク≫本受益権は取引所で売買されるため、市場における需給関係に

よっては、希望する価格や数量での約定ができない場合があります。 

≪上場廃止に関するリスク≫本受益権は、信託の終了または取引所の上場廃止基

準への抵触等により、上場廃止となる可能性があります。 

本指標連動債の 

償還、または 

信託の終了 

≪満期償還日≫2034年 11月６日 

≪早期償還≫満期償還日の 10 営業日前までに償還価額が０以下となった場合、

本指標連動債は０円で償還されます。 

また、本指標連動債は、税制や法令等の変更、連動対象となる指標の計算方法

の著しい変更、ヘッジ障害、その他の事由が生じた場合、期限前に償還される

可能性があります。 

≪信託終了≫「本受益権の純資産総額が個別契約で定める金額（５億円）を下回

り、発行会社が受託者に対して個別契約を終了する旨の書面による通知をした

とき」などの事由が発生したときには、信託は終了し、上場廃止となります。 

※上記は、本受益権の主な投資リスク等の概略です。詳細は「第１ 募集要項」をご参照下さい。 
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＜NEXT NOTES S&P シンガポール リート(ネットリターン) ETNに関する情報＞ 

銘柄名 
NEXT NOTES S&P シンガポール リート(ネットリターン) ETN 

（銘柄コード：2045） 

連動対象となる 

指標 
円換算した「S&P シンガポールREIT指数(課税後配当込み)」 

連動対象となる 

指標の概要 

連動対象となる指標は、シンガポール取引所に上場する REIT（不動産投資信

託）のうち、時価総額と流動性等の基準を満たす銘柄で構成される S&P シンガ

ポール REIT 指数(課税後配当込み)（シンガポール・ドル建て）を円換算したも

の で す 。 そ の 円 換 算 前 の 値 動 き は NEXT NOTES ウ ェ ブ サ イ ト

（https://nextnotes.com/ （またはその承継 URL））をご参照下さい。 

主な投資リスク 

≪価格変動リスク≫本受益権は、連動対象となる指標、金利水準、為替の変動、

発行会社の倒産や財務状況等の悪化、その他の市場要因等の影響等により価格

が変動し損失を被ることがあります｡ 

≪発行会社または保証会社に関する信用リスク≫本指標連動債は、発行会社また

は保証会社の信用力をもとに発行されているため、発行会社または保証会社の

倒産や財務状況の悪化等の影響により、その価格が変動し損失を被ることがあ

ります。 

≪為替に関するリスク≫本受益権は、連動対象となる指標がシンガポール・ドル

建て指数を円換算したものであるため、為替相場の変動によって価格が変動し

損失を被ることがあります。 

≪市場価格と基準価額等の値動きが乖離するリスク≫本受益権の取引所における

時価は、市場での需給等によって変動するため、連動対象となる指標の値動き

や本受益権の基準価額および本指標連動債の償還価額の値動きと乖離する可能

性があります。 

≪流動性リスク≫本受益権は取引所で売買されるため、市場における需給関係に

よっては、希望する価格や数量での約定ができない場合があります。 

≪上場廃止に関するリスク≫本受益権は、信託の終了または取引所の上場廃止基

準への抵触等により、上場廃止となる可能性があります。 

本指標連動債の 

償還、または 

信託の終了 

≪満期償還日≫2034年 11月６日 

≪早期償還≫満期償還日の 10 営業日前までに償還価額が０以下となった場合、

本指標連動債は０円で償還されます。 

また、本指標連動債は、税制や法令等の変更、連動対象となる指標の計算方法

の著しい変更、ヘッジ障害、その他の事由が生じた場合、期限前に償還される

可能性があります。 

≪信託終了≫「本受益権の純資産総額が個別契約で定める金額（５億円）を下回

り、発行会社が受託者に対して個別契約を終了する旨の書面による通知をした

とき」などの事由が発生したときには、信託は終了し、上場廃止となります。 

※上記は、本受益権の主な投資リスク等の概略です。詳細は「第１ 募集要項」をご参照下さい。 
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＜NEXT NOTES インドNifty・ダブル・ブル ETNに関する情報＞ 

銘柄名 NEXT NOTES インドNifty・ダブル・ブル ETN（銘柄コード：2046） 

連動対象となる 

指標 
円換算した「Nifty50 レバレッジ(2倍)インデックス(プライスリターン)」 

連動対象となる 

指標の概要 

連動対象となる指標は、日々の騰落率が NIFTY 50 指数(プライスリターン)の

日々の騰落率の２倍から金利相当分を控除して計算された、Nifty50 レバレッ

ジ(2 倍)インデックス(プライスリターン)（インドルピー建て）を円換算した

も の で す 。 そ の 円 換 算 前 の 値 動 き は NEXT NOTES ウ ェ ブ サ イ ト

（https://nextnotes.com/ （またはその承継 URL））をご参照下さい。 

なお、NIFTY 50指数(プライスリターン)は、インド・ナショナル証券取引所に

上場する主要な株式50銘柄で構成される指数です。 

主な投資リスク 

≪価格変動リスク≫本受益権は、連動対象となる指標、金利水準、為替の変動、

発行会社の倒産や財務状況等の悪化、その他の市場要因等の影響等により価格

が変動し損失を被ることがあります｡ 

≪発行会社または保証会社に関する信用リスク≫本指標連動債は、発行会社ま

たは保証会社の信用力をもとに発行されているため、発行会社または保証会社

の倒産や財務状況の悪化等の影響により、その価格が変動し損失を被ることが

あります。 

≪為替に関するリスク≫本受益権は、連動対象となる指標がインドルピー建て指

数を円換算したものであるため、為替相場の変動によって価格が変動し損失を

被ることがあります。 

≪市場価格と基準価額等の値動きが乖離するリスク≫本受益権の取引所におけ

る時価は、市場での需給等によって変動するため、連動対象となる指標の値動

きや本受益権の基準価額および本指標連動債の償還価額の値動きと乖離する可

能性があります。 

≪流動性リスク≫本受益権は取引所で売買されるため、市場における需給関係に

よっては、希望する価格や数量での約定ができない場合があります。 

≪上場廃止に関するリスク≫本受益権は、信託の終了または取引所の上場廃止基

準への抵触等により、上場廃止となる可能性があります。 

連動対象となる 

指標に関する 

注意点 

Nifty50 レバレッジ(2倍)インデックス(プライスリターン)の２営業日以上離れ

た期間の騰落率は、同期間のNIFTY50指数(プライスリターン)の騰落率の２倍と

は、通常は一致しません。 

NIFTY 50指数(プライスリターン)の価格変動性（ボラティリティ）が大きくな

ればなるほど、また、投資期間が長くなればなるほど、その差は大きくなる傾

向があります。 
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本指標連動債の 

償還、または 

信託の終了 

≪満期償還日≫2034年 11月６日 

≪早期償還≫満期償還日の 10 営業日前までに償還価額が０以下となった場合、

本指標連動債は０円で償還されます。 

また、本指標連動債は、税制や法令等の変更、連動対象となる指標の計算方法

の著しい変更、ヘッジ障害、その他の事由が生じた場合、期限前に償還される

可能性があります。 

≪信託終了≫「本受益権の純資産総額が個別契約で定める金額（５億円）を下回

り、発行会社が受託者に対して個別契約を終了する旨の書面による通知をした

とき」などの事由が発生したときには、信託は終了し、上場廃止となります。 

※上記は、本受益権の主な投資リスク等の概略です。詳細は「第１ 募集要項」をご参照下さい。 
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＜NEXT NOTES インドNifty・ベア ETNに関する情報＞ 

銘柄名 NEXT NOTES インドNifty・ベア ETN（銘柄コード：2047） 

連動対象となる 

指標 
円換算した「Nifty50 デイリーインバースインデックス(トータルリターン)」 

連動対象となる 

指標の概要 

連動対象となる指標は、日々の騰落率が NIFTY 50 トータルリターン指数の日々

の騰落率の－１倍に金利相当分を加算して計算された、Nifty50 デイリーイン

バースインデックス(トータルリターン)（インドルピー建て）を円換算したも

の で す 。 そ の 円 換 算 前 の 値 動 き は NEXT NOTES ウ ェ ブ サ イ ト

（https://nextnotes.com/ （またはその承継 URL））をご参照下さい。 

なお、NIFTY 50トータルリターン指数は、インド・ナショナル証券取引所に上

場する主要な株式50銘柄で構成される指数です。 

主な投資リスク 

≪価格変動リスク≫本受益権は、連動対象となる指標、金利水準、為替の変動、

発行会社の倒産や財務状況等の悪化、その他の市場要因等の影響等により価格

が変動し損失を被ることがあります｡ 

≪発行会社または保証会社に関する信用リスク≫本指標連動債は、発行会社ま

たは保証会社の信用力をもとに発行されているため、発行会社または保証会社

の倒産や財務状況の悪化等の影響により、その価格が変動し損失を被ることが

あります。 

≪為替に関するリスク≫本受益権は、連動対象となる指標がインドルピー建て指

数を円換算したものであるため、為替相場の変動によって価格が変動し損失を

被ることがあります。 

≪市場価格と基準価額等の値動きが乖離するリスク≫本受益権の取引所におけ

る時価は、市場での需給等によって変動するため、連動対象となる指標の値動

きや本受益権の基準価額および本指標連動債の償還価額の値動きと乖離する可

能性があります。 

≪流動性リスク≫本受益権は取引所で売買されるため、市場における需給関係に

よっては、希望する価格や数量での約定ができない場合があります。 

≪上場廃止に関するリスク≫本受益権は、信託の終了または取引所の上場廃止基

準への抵触等により、上場廃止となる可能性があります。 

連動対象となる 

指標に関する 

注意点 

Nifty50 デイリーインバースインデックス(トータルリターン)の２営業日以上

離れた期間の騰落率は、同期間の NIFTY 50 トータルリターン指数の騰落率の－

１倍とは、通常は一致しません。 

NIFTY 50 トータルリターン指数の価格変動性（ボラティリティ）が大きくなれ

ばなるほど、また、投資期間が長くなればなるほど、その差は大きくなる傾向

があります。 
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本指標連動債の 

償還、または 

信託の終了 

≪満期償還日≫2034年 11月６日 

≪早期償還≫満期償還日の 10 営業日前までに償還価額が０以下となった場合、

本指標連動債は０円で償還されます。 

また、本指標連動債は、税制や法令等の変更、連動対象となる指標の計算方法

の著しい変更、ヘッジ障害、その他の事由が生じた場合、期限前に償還される

可能性があります。 

≪信託終了≫「本受益権の純資産総額が個別契約で定める金額（５億円）を下回

り、発行会社が受託者に対して個別契約を終了する旨の書面による通知をした

とき」などの事由が発生したときには、信託は終了し、上場廃止となります。 

※上記は、本受益権の主な投資リスク等の概略です。詳細は「第１ 募集要項」をご参照下さい。 
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＜NEXT NOTES 野村日本株高配当70（ドルヘッジ、ネットリターン）ETNに関する情報＞ 

銘柄名 
NEXT NOTES 野村日本株高配当70（ドルヘッジ、ネットリターン）ETN 

（銘柄コード：2048） 

連動対象となる 

指標 

円換算した「野村日本株高配当70・米ドルヘッジ指数（ネットトータルリター

ン）」 

連動対象となる 

指標の概要 

連動対象となる指標は、為替リスクを回避しつつ米ドル建てで野村日本株高配

当 70 の課税後配当込み指数に投資する際のパフォーマンスを表す、「野村日本

株高配当 70・米ドルヘッジ指数（ネットトータルリターン）」を円換算したも

の で す 。 そ の 円 換 算 前 の 値 動 き は NEXT NOTES ウ ェ ブ サ イ ト

（https://nextnotes.com/ （またはその承継 URL））をご参照下さい。 

なお、野村日本株高配当 70 は、国内上場の普通株式のうち、今期予想配当利回

りの高い 70 銘柄で構成される等金額型の指数です。 

主な投資リスク 

≪価格変動リスク≫本受益権は、連動対象となる指標、金利水準、為替の変動、

発行会社の倒産や財務状況等の悪化、その他の市場要因等の影響等により価格

が変動し損失を被ることがあります｡ 

≪発行会社または保証会社に関する信用リスク≫本指標連動債は、発行会社また

は保証会社の信用力をもとに発行されているため、発行会社または保証会社の

倒産や財務状況の悪化等の影響により、その価格が変動し損失を被ることがあ

ります。 

≪為替に関するリスク≫本受益権は、連動対象となる指標が米ドル建て指数を円

換算したものであるため、為替相場の変動によって価格が変動し損失を被るこ

とがあります。 

≪市場価格と基準価額等の値動きが乖離するリスク≫本受益権の取引所における

時価は、市場での需給等によって変動するため、連動対象となる指標の値動き

や本受益権の基準価額および本指標連動債の償還価額の値動きと乖離する可能

性があります。 

≪流動性リスク≫本受益権は取引所で売買されるため、市場における需給関係に

よっては、希望する価格や数量での約定ができない場合があります。 

≪上場廃止に関するリスク≫本受益権は、信託の終了または取引所の上場廃止基

準への抵触等により、上場廃止となる可能性があります。 

本指標連動債の 

償還、または 

信託の終了 

≪満期償還日≫2035 年２月６日 

≪早期償還≫満期償還日の 10 営業日前までに償還価額が０以下となった場合、

本指標連動債は０円で償還されます。 

また、本指標連動債は、税制や法令等の変更、連動対象となる指標の計算方法

の著しい変更、ヘッジ障害、その他の事由が生じた場合、期限前に償還される

可能性があります。 

≪信託終了≫「本受益権の純資産総額が個別契約で定める金額（５億円）を下回

り、発行会社が受託者に対して個別契約を終了する旨の書面による通知をした

とき」などの事由が発生したときには、信託は終了し、上場廃止となります。 

※上記は、本受益権の主な投資リスク等の概略です。詳細は「第１ 募集要項」をご参照下さい。 
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＜NEXT NOTES 日本株配当貴族（ドルヘッジ、ネットリターン）ETNに関する情報＞ 

銘柄名 
NEXT NOTES 日本株配当貴族（ドルヘッジ、ネットリターン）ETN 

（銘柄コード：2065） 

連動対象となる 

指標 
円換算した「S&P/JPX 配当貴族指数（米ドルヘッジ、課税後配当込み）」 

連動対象となる 

指標の概要 

連動対象となる指標は、為替リスクを回避しつつ米ドル建てで「S&P/JPX 配当

貴族指数（課税後配当込み）」に投資する際のパフォーマンスを表す「S&P/JPX 

配当貴族指数（米ドルヘッジ、課税後配当込み）」を円換算したものです。そ

の円換算前の値動きは NEXT NOTES ウェブサイト（https://nextnotes.com/ 

（またはその承継 URL））をご参照下さい。 

なお、S&P/JPX 配当貴族指数（課税後配当込み）は、TOPIX（東証株価指数）構

成銘柄のうち、10 年以上、毎年増配または安定配当を行っている配当利回りの

高い 50銘柄で構成される指数です。 

主な投資リスク 

≪価格変動リスク≫本受益権は、連動対象となる指標、金利水準、為替の変動、

発行会社の倒産や財務状況等の悪化、その他の市場要因等の影響等により価格

が変動し損失を被ることがあります｡ 

≪発行会社または保証会社に関する信用リスク≫本指標連動債は、発行会社また

は保証会社の信用力をもとに発行されているため、発行会社または保証会社の

倒産や財務状況の悪化等の影響により、その価格が変動し損失を被ることがあ

ります。 

≪為替に関するリスク≫本受益権は、連動対象となる指標が米ドル建て指数を円

換算したものであるため、為替相場の変動によって価格が変動し損失を被るこ

とがあります。 

≪市場価格と基準価額等の値動きが乖離するリスク≫本受益権の取引所における

時価は、市場での需給等によって変動するため、連動対象となる指標の値動き

や本受益権の基準価額および本指標連動債の償還価額の値動きと乖離する可能

性があります。 

≪流動性リスク≫本受益権は取引所で売買されるため、市場における需給関係に

よっては、希望する価格や数量での約定ができない場合があります。 

≪上場廃止に関するリスク≫本受益権は、信託の終了または取引所の上場廃止基

準への抵触等により、上場廃止となる可能性があります。 

本指標連動債の 

償還、または 

信託の終了 

≪満期償還日≫2036年 11月６日 

≪早期償還≫満期償還日の 10 営業日前までに償還価額が０以下となった場合、

本指標連動債は０円で償還されます。 

また、本指標連動債は、税制や法令等の変更、連動対象となる指標の計算方法

の著しい変更、ヘッジ障害、その他の事由が生じた場合、期限前に償還される

可能性があります。 

≪信託終了≫「本受益権の純資産総額が個別契約で定める金額（５億円）を下回

り、発行会社が受託者に対して個別契約を終了する旨の書面による通知をした

とき」などの事由が発生したときには、信託は終了し、上場廃止となります。 

※上記は、本受益権の主な投資リスク等の概略です。詳細は「第１ 募集要項」をご参照下さい。 
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＜NEXT NOTES 東証REIT（ドルヘッジ、ネットリターン）ETNに関する情報＞ 

銘柄名 
NEXT NOTES 東証REIT（ドルヘッジ、ネットリターン）ETN 

（銘柄コード：2066） 

連動対象となる 

指標 
円換算した「税引後配当込東証REIT米ドルヘッジ指数」 

連動対象となる 

指標の概要 

連動対象となる指標は、為替リスクを回避しつつ米ドル建てで「税引後配当込

東証 REIT 指数」に投資する際のパフォーマンスを表す「税引後配当込東証

REIT 米ドルヘッジ指数」を円換算したものです。その円換算前の値動きは NEXT 

NOTES ウェブサイト（https://nextnotes.com/ （またはその承継 URL））をご

参照下さい。 

なお、東証 REIT 指数は、東京証券取引所に上場する REIT（不動産投資信託）

の全銘柄を対象とした浮動株調整後時価総額加重型の指数です。 

主な投資リスク 

≪価格変動リスク≫本受益権は、連動対象となる指標、金利水準、為替の変動、

発行会社の倒産や財務状況等の悪化、その他の市場要因等の影響等により価格

が変動し損失を被ることがあります｡ 

≪発行会社または保証会社に関する信用リスク≫本指標連動債は、発行会社また

は保証会社の信用力をもとに発行されているため、発行会社または保証会社の

倒産や財務状況の悪化等の影響により、その価格が変動し損失を被ることがあ

ります。 

≪為替に関するリスク≫本受益権は、連動対象となる指標が米ドル建て指数を円

換算したものであるため、為替相場の変動によって価格が変動し損失を被るこ

とがあります。 

≪市場価格と基準価額等の値動きが乖離するリスク≫本受益権の取引所における

時価は、市場での需給等によって変動するため、連動対象となる指標の値動き

や本受益権の基準価額および本指標連動債の償還価額の値動きと乖離する可能

性があります。 

≪流動性リスク≫本受益権は取引所で売買されるため、市場における需給関係に

よっては、希望する価格や数量での約定ができない場合があります。 

≪上場廃止に関するリスク≫本受益権は、信託の終了または取引所の上場廃止基

準への抵触等により、上場廃止となる可能性があります。 

本指標連動債の 

償還、または 

信託の終了 

≪満期償還日≫2036年 11月６日 

≪早期償還≫満期償還日の 10 営業日前までに償還価額が０以下となった場合、

本指標連動債は０円で償還されます。 

また、本指標連動債は、税制や法令等の変更、連動対象となる指標の計算方法

の著しい変更、ヘッジ障害、その他の事由が生じた場合、期限前に償還される

可能性があります。 

≪信託終了≫「本受益権の純資産総額が個別契約で定める金額（５億円）を下回

り、発行会社が受託者に対して個別契約を終了する旨の書面による通知をした

とき」などの事由が発生したときには、信託は終了し、上場廃止となります。 

※上記は、本受益権の主な投資リスク等の概略です。詳細は「第１ 募集要項」をご参照下さい。 
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＜NEXT NOTES 野村AIビジネス70（ネットリターン）ETNに関する情報＞ 

銘柄名 NEXT NOTES 野村AIビジネス70（ネットリターン）ETN（銘柄コード：2067） 

連動対象となる 

指標 
野村AIビジネス70（配当課税考慮済指数） 

連動対象となる 

指標の概要 

連動対象となる指標は、AI（人工知能）に関するマスメディアの報道記事に基

づいて選定された国内上場企業 70 銘柄で構成される、課税後配当込みの株価指

数です。その値動きは NEXT NOTES ウェブサイト（https://nextnotes.com/ 

（またはその承継 URL））をご参照下さい。 

主な投資リスク 

≪価格変動リスク≫本受益権は、連動対象となる指標、金利水準、発行会社の倒

産や財務状況等の悪化、その他の市場要因等の影響等により価格が変動し損失

を被ることがあります｡ 

≪発行会社または保証会社に関する信用リスク≫本指標連動債は、発行会社また

は保証会社の信用力をもとに発行されているため、発行会社または保証会社の

倒産や財務状況の悪化等の影響により、その価格が変動し損失を被ることがあ

ります。 

≪市場価格と基準価額等の値動きが乖離するリスク≫本受益権の取引所における

時価は、市場での需給等によって変動するため、連動対象となる指標の値動き

や本受益権の基準価額および本指標連動債の償還価額の値動きと乖離する可能

性があります。 

≪流動性リスク≫本受益権は取引所で売買されるため、市場における需給関係に

よっては、希望する価格や数量での約定ができない場合があります。 

≪上場廃止に関するリスク≫本受益権は、信託の終了または取引所の上場廃止基

準への抵触等により、上場廃止となる可能性があります。 

本指標連動債の 

償還、または 

信託の終了 

≪満期償還日≫2037 年２月６日 

≪早期償還≫満期償還日の 10 営業日前までに償還価額が０以下となった場合、

本指標連動債は０円で償還されます。 

また、本指標連動債は、税制や法令等の変更、連動対象となる指標の計算方法

の著しい変更、ヘッジ障害、その他の事由が生じた場合、期限前に償還される

可能性があります。 

≪信託終了≫「本受益権の純資産総額が個別契約で定める金額（５億円）を下回

り、発行会社が受託者に対して個別契約を終了する旨の書面による通知をした

とき」などの事由が発生したときには、信託は終了し、上場廃止となります。 

※上記は、本受益権の主な投資リスク等の概略です。詳細は「第１ 募集要項」をご参照下さい。 
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＜NEXT NOTES 高ベータ30（ネットリターン）ETNに関する情報＞ 

銘柄名 NEXT NOTES 高ベータ30（ネットリターン）ETN（銘柄コード：2068） 

連動対象となる 

指標 
野村日本株高ベータ・セレクト30（配当課税考慮済指数） 

連動対象となる 

指標の概要 

連動対象となる指標は、国内上場の普通株式のうち、市場連動性等を表す３つ

のスコア（市場ベータ、為替ベータ、モメンタム）に基づいた定量的な指標値

が高い 30 銘柄で構成される、課税後配当込みの株価指数です。その値動きは

NEXT NOTES ウェブサイト（https://nextnotes.com/ （またはその承継 URL））

をご参照下さい。 

主な投資リスク 

≪価格変動リスク≫本受益権は、連動対象となる指標、金利水準、発行会社の倒

産や財務状況等の悪化、その他の市場要因等の影響等により価格が変動し損失

を被ることがあります｡ 

≪発行会社または保証会社に関する信用リスク≫本指標連動債は、発行会社また

は保証会社の信用力をもとに発行されているため、発行会社または保証会社の

倒産や財務状況の悪化等の影響により、その価格が変動し損失を被ることがあ

ります。 

≪市場価格と基準価額等の値動きが乖離するリスク≫本受益権の取引所における

時価は、市場での需給等によって変動するため、連動対象となる指標の値動き

や本受益権の基準価額および本指標連動債の償還価額の値動きと乖離する可能

性があります。 

≪流動性リスク≫本受益権は取引所で売買されるため、市場における需給関係に

よっては、希望する価格や数量での約定ができない場合があります。 

≪上場廃止に関するリスク≫本受益権は、信託の終了または取引所の上場廃止基

準への抵触等により、上場廃止となる可能性があります。 

本指標連動債の 

償還、または 

信託の終了 

≪満期償還日≫2037 年２月６日 

≪早期償還≫満期償還日の 10 営業日前までに償還価額が０以下となった場合、

本指標連動債は０円で償還されます。 

また、本指標連動債は、税制や法令等の変更、連動対象となる指標の計算方法

の著しい変更、ヘッジ障害、その他の事由が生じた場合、期限前に償還される

可能性があります。 

≪信託終了≫「本受益権の純資産総額が個別契約で定める金額（５億円）を下回

り、発行会社が受託者に対して個別契約を終了する旨の書面による通知をした

とき」などの事由が発生したときには、信託は終了し、上場廃止となります。 

※上記は、本受益権の主な投資リスク等の概略です。詳細は「第１ 募集要項」をご参照下さい。 
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＜NEXT NOTES 低ベータ50（ネットリターン）ETNに関する情報＞ 

銘柄名 NEXT NOTES 低ベータ50（ネットリターン）ETN（銘柄コード：2069） 

連動対象となる 

指標 
野村日本株低ベータ・セレクト50（配当課税考慮済指数） 

連動対象となる 

指標の概要 

連動対象となる指標は、国内上場の普通株式のうち、市場連動性等を表す３つ

のスコア（市場ベータ、為替ベータ、銘柄固有リスク）に基づいた定量的な指

標値が低い 50 銘柄で構成される、課税後配当込みの株価指数です。その値動き

は NEXT NOTES ウェブサイト（https://nextnotes.com/ （またはその承継

URL））をご参照下さい。 

主な投資リスク 

≪価格変動リスク≫本受益権は、連動対象となる指標、金利水準、発行会社の倒

産や財務状況等の悪化、その他の市場要因等の影響等により価格が変動し損失

を被ることがあります｡ 

≪発行会社または保証会社に関する信用リスク≫本指標連動債は、発行会社また

は保証会社の信用力をもとに発行されているため、発行会社または保証会社の

倒産や財務状況の悪化等の影響により、その価格が変動し損失を被ることがあ

ります。 

≪市場価格と基準価額等の値動きが乖離するリスク≫本受益権の取引所における

時価は、市場での需給等によって変動するため、連動対象となる指標の値動き

や本受益権の基準価額および本指標連動債の償還価額の値動きと乖離する可能

性があります。 

≪流動性リスク≫本受益権は取引所で売買されるため、市場における需給関係に

よっては、希望する価格や数量での約定ができない場合があります。 

≪上場廃止に関するリスク≫本受益権は、信託の終了または取引所の上場廃止基

準への抵触等により、上場廃止となる可能性があります。 

本指標連動債の 

償還、または 

信託の終了 

≪満期償還日≫2037 年２月６日 

≪早期償還≫満期償還日の 10 営業日前までに償還価額が０以下となった場合、

本指標連動債は０円で償還されます。 

また、本指標連動債は、税制や法令等の変更、連動対象となる指標の計算方法

の著しい変更、ヘッジ障害、その他の事由が生じた場合、期限前に償還される

可能性があります。 

≪信託終了≫「本受益権の純資産総額が個別契約で定める金額（５億円）を下回

り、発行会社が受託者に対して個別契約を終了する旨の書面による通知をした

とき」などの事由が発生したときには、信託は終了し、上場廃止となります。 

※上記は、本受益権の主な投資リスク等の概略です。詳細は「第１ 募集要項」をご参照下さい。 
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＜NEXT NOTES ニッチトップ 中小型日本株（ネットリターン）ETNに関する情報＞ 

銘柄名 
NEXT NOTES ニッチトップ 中小型日本株（ネットリターン）ETN（銘柄コード：

2050） 

連動対象となる 

指標 

ファクトセット・グローバル・ニッチトップ・ジャパンエンタープライズ指数

（課税後配当込み） 

連動対象となる 

指標の概要 

連動対象となる指標は、日本国内の取引所に上場する、中小型の国内普通株式

のうち、特定のニッチ産業において高いグローバル・マーケット・シェアを持

つ 100 銘柄で構成される、課税後配当込みの株価指数です。その値動きは NEXT 

NOTES ウェブサイト（https://nextnotes.com/ （またはその承継 URL））をご

参照下さい。 

主な投資リスク 

≪価格変動リスク≫本受益権は、連動対象となる指標、金利水準、発行会社の倒

産や財務状況等の悪化、その他の市場要因等の影響等により価格が変動し損失

を被ることがあります｡ 

≪発行会社または保証会社に関する信用リスク≫本指標連動債は、発行会社また

は保証会社の信用力をもとに発行されているため、発行会社または保証会社の

倒産や財務状況の悪化等の影響により、その価格が変動し損失を被ることがあ

ります。 

≪市場価格と基準価額等の値動きが乖離するリスク≫本受益権の取引所における

時価は、市場での需給等によって変動するため、連動対象となる指標の値動き

や本受益権の基準価額および本指標連動債の償還価額の値動きと乖離する可能

性があります。 

≪流動性リスク≫本受益権は取引所で売買されるため、市場における需給関係に

よっては、希望する価格や数量での約定ができない場合があります。 

≪上場廃止に関するリスク≫本受益権は、信託の終了または取引所の上場廃止基

準への抵触等により、上場廃止となる可能性があります。 

本指標連動債の 

償還、または 

信託の終了 

≪満期償還日≫2039 年５月６日 

≪早期償還≫満期償還日の 10 営業日前までに償還価額が０以下となった場合、

本指標連動債は０円で償還されます。 

また、本指標連動債は、税制や法令等の変更、連動対象となる指標の計算方法

の著しい変更、ヘッジ障害、その他の事由が生じた場合、期限前に償還される

可能性があります。 

≪信託終了≫「本受益権の純資産総額が個別契約で定める金額（５億円）を下回

り、発行会社が受託者に対して個別契約を終了する旨の書面による通知をした

とき」などの事由が発生したときには、信託は終了し、上場廃止となります。 

※上記は、本受益権の主な投資リスク等の概略です。詳細は「第１ 募集要項」をご参照下さい。 
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第３【第三者割当の場合の特記事項】 

 

該当事項なし。 

 

第４【その他】 

 

１【法律意見】 

発行会社のオランダにおける法律顧問であるデ・ブラウ・ブラックストーン・ウエストブルック・ロ

ンドン・ビー・ブイ（De Brauw Blackstone Westbroek London B.V.）より、下記の趣旨の法律意見書が

提出されている。ただし、一定の前提および留保に服する。 

(1) 発行会社は、日本国財務省関東財務局長に対する有価証券届出書の提出を授権するために必要な

一切の行為を行った。 

(2) 有価証券届出書により予定されている有価証券信託受益証券の募集は、オランダの法律または発

行会社の定款に違反しない。 
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第二部【公開買付けに関する情報】 

 該当事項なし。 
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第三部【追完情報】 

１ 事業等のリスク 

 

 発行会社が2022年８月15日に関東財務局長に提出した有価証券報告書および2022年12月22日に関東財

務局長に提出した半期報告書（以下「有価証券報告書等」という。）に記載の「事業等のリスク」につ

いては、当該有価証券報告書等の提出日以後、本訂正届出書提出日（2023年２月15日）までの間におい

て生じた変更およびその他の事由はない。 

 また、当該有価証券報告書等中には将来に関する事項が記載されているが、当該事項は本訂正届出書

提出日（2023年２月15日）現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項も

ない。 

 

２ 有価証券報告書等の提出日以後に生じた重要な事実 

 

該当事項なし。 
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第四部【組込情報】 

 次に掲げる書類の写しを添付する。 

 (1) 有価証券報告書 

事業年度（2022年３月期） 自 2021年４月１日 至 2022年３月31日 

2022年８月15日 関東財務局長に提出 

 (2) 半期報告書 

2022年９月中間期 自 2022年４月１日 至 2022年９月30日 

2022年12月22日 関東財務局長に提出 

 なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の２に規定する開示用電子情報処理組織（EDINET）を

使用して提出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について（電

子開示手続等ガイドライン）Ａ４－１に基づき本書の添付書類としている。 
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【表紙】 
 
【提出書類】 有価証券報告書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 2022年８月15日 

【事業年度】 自 2021年４月１日 至 2022年３月31日 

【会社名】 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ 

(Nomura Europe Finance N.V.) 

【代表者の役職氏名】 社長兼業務執行取締役 

(President & Managing Director) 

久 保 田 健 太 郎 

(Kentaro Kubota) 

【本店の所在の場所】 オランダ王国 アムステルダム市1096HA 

アムステルプライン１ レンブラント・タワー19階 

(Rembrandt Tower 19th floor, Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam, The 

Netherlands) 

【代理人の氏名又は名称】 弁護士  柴 田 弘 典 

【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号 

大手町パークビルディング 

アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 

【電話番号】 03-6775-1000 

【事務連絡者氏名】 弁護士  安 藤 紘 人 

弁護士  森 田 翔 

【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号 

大手町パークビルディング 

アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 

【電話番号】 03-6775-1107 

03-6775-1664 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

（東京都中央区日本橋兜町２番１号） 

 
(注１) 本書中の「提出会社」、「当社」または「NEF」は、法人所在地をアムステルダムとするノムラ・ヨーロッパ・

ファイナンス・エヌ・ブイを指し、「保証会社」または「野村ホールディングス」は野村ホールディングス株

式会社を指し、「野村グループ」は野村ホールディングスおよびその連結子会社を指す。 

(注２) 本書中に別段の表示がある場合を除き、 

・「インド・ルピー」は、全てインド共和国の法定通貨を指し、 

・「メキシコ・ペソ」は、全てメキシコ合衆国の法定通貨を指し、 

・「トルコ・リラ」は、全てトルコ共和国の法定通貨を指し、 

・「ブラジル・レアル」は、全てブラジル連邦共和国の法定通貨を指し、 

・「南アフリカ・ランド」は、全て南アフリカ共和国の法定通貨を指し、 

・「ユーロ」は、全て欧州経済通貨同盟に参加している欧州連合の加盟国の統一通貨を指し、 

・「豪ドル」は、全てオーストラリア連邦の法定通貨を指し、 

・「米ドル」は、全てアメリカ合衆国の法定通貨を指し、 

・「円」は、全て日本国の法定通貨を指す。 

(注３) 本書の表で計数が四捨五入されている場合、合計は計数の総和と必ずしも一致しない。 
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第一部【企業情報】 

第１【本国における法制等の概要】 

１【会社制度等の概要】 

（１）【提出会社の属する国・州等における会社制度】 

 

オランダにおける会社設立の方法 

 オランダ法は、有限責任株式公開会社（naamloze vennootschapまたはN.V.）および有限責任株式非公開会社

（besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheidまたはB.V.）を含む様々な法人についての法的枠組みを規定

している。オランダ法はまた、上場N.V.について特定の規定を定めている。本項では、非上場N.V.に適用される一定の規

定に関して説明し、「会社」とは、非上場N.V.のみを指す。 

 オランダ法の下に設立された会社はその法人所在地をオランダ国内に置く必要がある。オランダ法においては、会社の

国籍決定につき設立地主義を採用しており、会社がその主たる事業をオランダ国外で行うことによってその国籍を失うこ

とはない。 

 会社は定款（statuten）を含む設立の公正証書（akte van oprichting）を作成することにより設立される。 

 設立によって会社は法人となる。 

 会社は、主にオランダ民法典第２編に含まれるオランダ会社法および定款の規定に従って統治される。定款はオランダ

法の強行規定に反してはならない。 

 現在、オランダ民法典第２編では、会社の定款中において少なくとも以下の項目を記載していなければならないとされ

る。 

(ⅰ) 名称 

(ⅱ) 所在地 

(ⅲ) 目的 

(ⅳ) 授権株式資本ならびに株式の数および額面金額 

(ⅴ) 執行取締役がその義務の履行を怠る（ontstentenis）かまたは妨げられた（belet）場合の規定 

 会社の法人所在地はオランダ国内でなくてはならない。会社は、法人所在地以外の場所に、業務上の住所および／また

は本社を置くことができる。オランダ法に従って、全ての会社は商業登記簿に所定の法定事項を届け出る必要がある。会

社の商号および商業登記簿ナンバーは、会社の特定の書類（電報および広告を除く。）に記載されなければならない。 

 会社の目的は会社の主たる事業の簡潔な記述で足りる。目的の項は定款の変更によって変更することができる。定款の

変更は、会社の株主総会の決議を必要とし、変更の公正証書を作成することにより効力を生じる。会社が当該目的の実現

に資する行為を行わない場合には、会社または破産管財人は、取引を無効とする越権行為の原則（ultra vires 

doctrine）を主張することができる。 

 オランダ会社法は、各会社が期限の定めなく存続することを規定している。 

 

執行取締役会および監督取締役会 

 会社は、原則として、後述のいわゆる「大会社制（Large Company Regime）」が適用されない限り、執行取締役会

（bestuur）による経営構造になっている。「大会社制」の場合、監督取締役会（raad van commissarissen）または後述

の一層制取締役会（one-tier board）という追加的機関を置くことが、オランダ法により義務付けられている。その他の

場合においては、会社は監督取締役会という追加的機関の設置を選択することができる。監督取締役会の代わりに、会社

は、業務執行取締役および非業務執行取締役がともに選任される一層制取締役会の設置を選択することができる。後述の

いわゆる「大会社制」が適用される場合を除き、定款において株主総会以外では執行取締役会のみを設置する旨を定める

ことができる。 

 監督取締役会は自然人のみで構成されるが、執行取締役会は自然人、法人のいずれも構成員となることができる。同様

に、一層制取締役会の非業務執行取締役は自然人のみが就くことができる一方で、業務執行取締役は、自然人、法人のい

ずれもが就くことができる。監督取締役会は、定款またはオランダ法によりその他の権限が付与されている場合を除き、

監督・助言機能を有する。一層制取締役会の業務執行取締役および非業務執行取締役の職務は、定款の規定によりまたは
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定款に基づき割り当てられる。ただし、取締役が業務執行取締役または非業務執行取締役のいずれに選任されるかについ

ては、株主総会がこれを決定し、さらに、取締役による任務の遂行を監督するという非業務執行取締役の職務について

は、非業務執行取締役から奪うことはできない。 

 会社が人員数および資本規模において特定の要件を３年間連続で満たしている場合、当該会社は、オランダ法に従い、

法定規則を遵守し、とりわけ、執行取締役会に加え、監督取締役会または業務執行取締役および非業務執行取締役の両取

締役から成る一層制取締役会を設置しなければならない（「大会社制」）。この場合、執行取締役会の構成員は、一般的に

監督取締役会により選任および解任され、一層制取締役会の場合、非業務執行取締役により選任または解任される。 

 取締役と会社との間に利益相反が生じた場合、当該取締役は、関連のある議題に関する協議および意思決定プロセスに

参加することができない。 

 

株式資本 

 オランダ会社法では、「授権資本」、「発行済資本」および「払込済資本」を区別している。株式資本と負債の比率につ

いては、オランダ会社法上の規定はない。定款は授権資本の規定を有していなくてはならず、授権資本は、定款の変更が

ない限りそれを超えて株式を発行できない限度を定めている。授権資本の限度内であれば、会社の発行済資本はオランダ

民法典第２編および定款所定の手続によって下記のとおり増加させることができる。授権資本は、定款に基づき発行され

る株式の 大額面金額である。授権資本は、発行済資本の５倍を超えてはならない。各株式は、定款に規定される額面金

額でなければならない。定款は、額面金額の異なる様々な株式の種類を定めることができる。 

 発行済および払込済資本の 低金額は45,000ユーロ以上でなければならない。一般に、発行済株式は全額払込済であ

り、かかる場合発行済資本および払込済資本は同一であるが、定款に定めのある場合には、少なくとも発行済株式の額面

金額の25％を払い込む一部払込済株式が認められる。ただし、かかる払込金額は、45,000ユーロ以上であることを条件と

する。 

 法規定に基づき、株式の各発行に関して定められた条件として、払込の繰延およびオランダ通貨以外の対価を定めるこ

とができる。一般に、全額払込済ではない株式を譲渡する株主は、残額の支払について会社に対し引き続き責任を負う。

さらに、オランダ会社法は、全額払込済ではない株式の譲渡に関し、一定の追加的手続を課している。 

 会社の定款において、会社の株式資本は、ユーロでのみ表示することができる。株式に係る支払は、現金または現物で

行うことができる。 

 会社の資本の記名式株式の譲渡は、オランダ民法典第２編第86条の規定に従い、公正証書の作成により効力を生じるも

のとされている。株式を譲渡された会社が譲渡の当事者でない場合、書面による承認書がかかる会社へ供されなければな

らない。 

 

資本増加 

 株主総会は、株式発行を決議する権限ならびにかかる株式の発行価額およびその他の発行条件を決定する権限を有し、

また、一定の条件の下で株式を発行する執行取締役会等の会社における別の機関を指定することができる。株主総会は、

上記の指定を５年以内の特定の期間においてのみ行うことができ、かかる指定は５年以内の期間で随時延長することがで

きる。かかる指定は、株主総会が株式発行の権限を委任する決議において当該指定を取り消す権限を留保する場合にのみ

取り消すことができる。 

 原則として、既存の株主は、株式発行において先買権がある。これらの先買権は、株主総会の決議または先買権を制限

もしくは除外するために指定された機関により、制限または除外することができる。先買権を制限または除外するための

株主総会による機関の指定も５年以内の特定の期間において行うことができ、かかる指定は５年以内の期間で随時延長す

ることができる。 

 会社の資本は、株式の額面金額の増額によっても増加させることができ、かかる増額には定款の変更が必要となる。定

款は、オランダ法および定款に従い、株主総会の決議によってのみ変更することができる。 

 授権資本もまた、定款の変更により増加させることができる。 
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資本減少 

 オランダ会社法および定款の規定に従い、株主総会は、(ⅰ)株式の消却、または(ⅱ)定款の変更を通じて株式の額面金

額を減額することにより、発行済株式資本の減少を決議することができる。 

 

株式の買戻 

 会社は、全額払込済株式のみ自己資金で取得することができる。会社が対価の支払を要しない場合、または全ての

（onder algemene titel）株式が取得される場合、無制限に行うことができる。取得価格の支払による株式の取得は、会

社の定款において排除または制限することができる。会社の資本および剰余金に関する特定の条件を満たさなければなら

ず、１株を除く全株式を買い戻すことができる。株主総会は、取得価格の支払により株式が取得される場合、執行取締役

会に授権を行わなければならない。株主総会による授権は、 長５年間にわたって付与することができる。かかる授権

は、オランダ会社法に規定される一定の詳述が含まれなければならない。 

 買い戻された株式は引き続き発行済であるが、会社により自己保有株式として保有される。株式は、原則として、会社

から第三者に譲渡することができる。 

 

分配 

 定款に別段の定めのない限り、利益は株主総会において処分される。利益の処分権限が株主総会の権限となる場合、株

主総会は、利益を剰余金に組み入れ、分配される配当金額を決定する権限を有する。あるいは、利益の剰余金への割当を

行う権限を、執行取締役会または監督取締役会等の他の機関に付与する旨を定款に規定することができる。 

 オランダ法の規定にかかわらず、分配は利益または会社の剰余金から行うことができる。分配は、会社の株主資本が、

オランダ法および定款に基づき会社が維持しなければならない剰余金により増加した発行済資本のうち、払込済部分の金

額を超える範囲でのみ行うことができる。定款に別段の定めのない限り、配当は、株主に対しその所有株式の額面金額の

うち必要な払込済部分に応じて支払われる。また、会社は、上記記載の要件ならびにオランダ民法典および会社の定款の

規定に従い、中間配当を行うことができる。 

 

株主およびその権限 

 オランダ会社法は、オランダの株主と外国の株主とで区別を設けていない。 

 オランダ会社法の主な原則の一つは、同じ状況にいる全ての株主は、同等に扱われなければならないということであ

る。オランダ法に基づく制約に従い、各株主は、会社において株主総会に出席する権利、株主総会で発言する権利および

議決権を行使する権利を有する。一般に、株主には同等に情報が与えられなければならない。 

 株主総会において、オランダ法または会社の定款が別段決定しない限り、決議は議決権の絶対多数により可決される。 

 オランダ会社法は、少数株主が利用可能な特定の権利および救済方法について規定している。これらの権利は、とりわ

け会社の業務の実施方法に少数株主が反対する場合に関連する。 

 オランダ法の下で、株主は他の株主に対し受託者としての義務を負わない。原則として、オランダ法の下で、株主は自

身の利益のみを追求することができる。しかし、オランダの判例法においては、オランダの企業統治法に規定されている

とおり、株主は他の株主の利益を害してはならないと判断されている。 

 株主総会は会社の機関である。オランダ法により特定の権限を付与されており、多くの場合、当該権限は定款により補

足される。オランダ法または定款により他の会社の機関に対して付与されていない権限は、株主総会によって行使され

る。しかし、株主総会は会社の 高機関ではない。したがって、株主総会は、とりわけ以下の事項を行うことはできな

い。 

(ⅰ) 会社の執行機関として行為すること（これは執行取締役会の固有の権能である。）。 

(ⅱ) 執行取締役会に詳細な指示を与えること（オランダ民法典第２編第129条第４項に従い規定される指示を除く。）。 

(ⅲ) オランダ法または定款が監督取締役会に決定権を授権した場合に、監督取締役会の決定を却下すること。 
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株主総会 

 株主総会は、定款に定められたオランダ国内の場所においてのみ物理的に開催される。株主総会がその他の場所で開催

される場合、有効な決議は会社の全ての発行済株式がかかる株主総会において代表される場合にのみ採択することができ

る。株主総会は、年一回以上開催されなければならず、年次株主総会と呼ばれる。年次株主総会は、定款中に短縮した期

間が定められていない限り、会社の事業年度の終了から６ヶ月以内に開催されなければならない。執行取締役会および監

督取締役会は、株主総会を招集する権利があり、また、定款も他の者に招集の権利を与えている。 

 株主総会招集通知は、オランダの日刊新聞に発表されなければならない。かかる通知は、株主総会の日の15日前までに

発表されなければならない。株主総会が適正な方法により招集されない場合、有効な決議はかかる株主総会において会社

の発行済株式資本の全てが代表される場合にのみ採択することができる。株主総会招集通知は株主総会の議題を含み、少

なくともかかる株主総会の 中に議論される事項、場所および日時ならびに代理人選任届による参加手順を含まなければ

いけないものとする。 

 議案にない事項に関する決議は、会社の全ての発行済株式を代表する全ての株主の全員一致の場合のみ有効となる。 

 実務上、定款には監督取締役会（もしあれば）の会長または執行取締役会の会長が株主総会の議長となる旨がしばしば

規定される。通常、議長は議事録の保管および出席者名簿の作成のために秘書役を指名することができる。 

 定款は、株主総会の特定の決議について過半数ではなく大多数によって採用されると規定することができ、一定の定足

数の要件も課すことができる。 

 

（２）【提出会社の定款等に規定する制度】 

 

当社の株式資本 

 当社の授権資本は、１株当たり454ユーロである普通株式（以下「普通株式」という。）315,000株、合計143,010,000ユ

ーロである。2022年８月11日付の商業登記簿抄本によると、当社の発行済および払込済株式資本は51,302,000ユーロであ

り、普通株式113,000株から成る。 

 

株式の形式 

 普通株式は、記名式株式である。 

 

株式発行 

 普通株式は、株主総会の決議に従って発行することができる。株主総会は、上述のとおり、その決議により普通株式発

行の権限を 長５年間にわたり執行取締役会に委任することができる。かかる委任が行われた場合、当該委任期間中、普

通株式発行の権限を有さない。 

 普通株式を発行する決議を行う権限を与えられた機関（すなわち、株主総会または執行取締役会）は、発行価額および

その他の発行条件を決定する。普通株式は、発行時に全額払い込まれなければならない。各株主は、発行される普通株式

に関し先買権を有する。 

 原則として、各株主は普通株式が発行されるときはいつでも、その保有普通株式の合計金額に比例して、発行される普

通株式に関し先買権を有する。 

 

執行取締役会 

 執行取締役会は、当社の業務および経営について責任を負っている。執行取締役会は、株主総会により決定される１人

または複数の構成員数から構成される。執行取締役会の全ての構成員は株主総会により選任および解任される。当社の定

款（以下「当社定款」という。）には執行取締役の任期に係る定めはない。株主総会は、執行取締役の報酬およびその他

の事項について決議することができる。 

 当社定款には執行取締役会の正式な会合の数、定足数または決議手続についての定めはない。ただし、執行取締役会の

決議は投票数の絶対多数をもって採択される。しかし、当社定款には、取締役会は執行取締役が望む頻度で開催されると

明記されており、さらに執行取締役会が内部規定を管理する文書化されたルールを採用できることについても規定してい
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る。執行取締役会は、内部の意思決定手続のためのルールを含むかかる文書化されたルールを採用した。執行取締役が可

否同数の場合、株主総会が決定投票を行う。株主総会は、承認を条件として、執行取締役会の明確に確定した決定を行う

決議を行うことができる。 

 当社定款は、監督取締役会について規定していない。 

 執行取締役会に加え、執行取締役会の各構成員は、個々に当社を代表する権限を有している。 

 

株主総会 

 年次株主総会は、当社の事業年度の終了から６ヶ月以内に開催されなければならない。臨時株主総会は、執行取締役会

が必要と判断したときに開催される。株主総会は、ハーレム、アムステルダム、ロッテルダムまたはハーレマミアー（ス

キポール）で開催される。その他の場所で開催される株主総会においては、全ての発行済株式が代表される場合にのみ、

有効な決議を採択することができる。 

 株主本人またはその代理人は、株主総会に出席することができる。株主総会の決議は、当社定款またはオランダ法に別

段の定めがない限り、行使された議決権の絶対多数により採択される。当社定款およびオランダ法に基づき、執行取締役

会が事前に内容を知らされていて、さらに決議が全会一致である場合、株主総会は、総会を開催しなくとも、書面による

決議を採択することができる。 

 当社定款に基づき、年次株主総会の議題は、年次計算書類の承認および利益の配当を含む特定の議題を含んでいなけれ

ばならない。 

 

議決権 

 当社の株式資本の各株式には、１議決権が付与されている。 

 

配当受領権 

 当社定款およびオランダ法に従い、株主総会は、普通株式についての配当の有無および利益の分配方法について決議す

ることができる。 

 自由に配当可能な剰余金がある限り、当社定款およびオランダ法に従って、株主総会は、執行取締役会による提案後、

中間配当を行うことを決議することができる。 

 

会計 

 当社の事業年度は、４月１日から翌年の３月31日までである。 

 執行取締役会は、毎事業年度末から５ヶ月以内（ただし、特別な事態に応じて、かかる期間が株主総会により 長５ヶ

月延長された場合を除く。）に年次決算書を作成し、株主に公開するものとする。また、執行取締役会は、オランダ法に

より義務付けられている場合は、同期間内に管理報告書を作成するものとする。 

 

２【外国為替管理制度】 

現在、オランダ国内で効力を有するオランダ会社法の規定または当社定款上の規定の中に、オランダの居住者でない

普通株式を保有する株主への送金を制限するものはない。普通株式に関するユーロによる現金配当は適法にオランダの

銀行口座から送金でき、ユーロからいかなる交換可能通貨にも交換することができる。しかし、他通貨への交換および

／またはオランダ国外への送金は、1994年対外財政関係法（Wet financiele betrekkingen buitenland 1994）、マネ

ー・ロンダリングおよびテロリズム融資防止法（Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van 

terrorisme）、1977年制裁法（Sanctiewet 1977）または国際的制裁により制限される可能性がある。 

さらに、1994年対外財政関係法に従い、オランダ中央銀行は、オランダ王国の居住者に対する国外からの支払または

オランダ王国の居住者から国外への支払に対し一定の報告要件を課すことがある。オランダ中央銀行により課される特

定の要件によって、かかる居住者は、2022年一般報告指令（Rapportagevoorschriften betalingsbalansrapportages 

2022 (RV 2022)）に従い、オランダ中央銀行に国外への支払を報告するよう求められる場合がある。これらの報告要件

は、主にオランダ中央銀行が国際収支統計（betalingsbalans）を編成できるようにすることならびに国際収支統計お
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よび対外投資残高統計の観点からオランダ中央銀行が欧州中央銀行に対する義務を履行することを保証することを目的

としている。オランダ中央銀行が要求するデータおよび情報はオランダ王国の対外投資残高を決定するためにも使用さ

れる。報告要件は、支払義務の相殺にも適用される場合がある。 

 

３【課税上の取扱い】 

(1) オランダの租税制度 

 以下は、概要であり、ここに記載されたオランダの課税上の取扱いは本社債権者に適用されない可能性がある。以下

「本社債」とは、180億米ドルのユーロ・ノート・プログラムに基づきNEFが発行した社債をいう。 

 この概要は、本社債の取得、所有および処分に関連するオランダにおける主たる課税上の取扱いのみを対象とするも

のであり、特定の社債権者に関連しうる税制について全ての側面について説明することを意図していない。税務は複雑

であり、特定の本社債権者に対する発行に関する課税上の取扱いは部分的に当該社債権者の事情に左右される。したが

って、社債権者はその発行に対するオランダの税法の適用および効果を含む課税上の取扱いについて十分な理解を得る

ため、自身の税務顧問に助言を求めるべきである。 

この概要において、オランダの概念に言及するために英語による用語および表現が使用されている場合、当該用語お

よび表現に与えられた意味は、オランダの税法に基づき相当するオランダの概念に与えられた意味を有するものとす

る。この概要において「オランダ」および「オランダの」という用語が使用される場合、オランダ王国の欧州部分のみ

を指す。 

 この概要は、本書の日付現在に有効なオランダの税法（未公表の判例は含まない。）に基づいている。この概要が基

準としているかかる税法は、変更される可能性があり、遡及的効果を伴う可能性もある。かかる変更は、この概要（当

該変更を反映するために更新されることはない。）の内容を無効にする可能性がある。 

 オランダの税制に係る本項目における概要は、以下に該当する本社債権者に対するオランダにおける課税上の取扱い

を述べたものではない。 

(ⅰ) オランダの税法における特定の法的帰属規則に基づき、オランダの税制の目的において本社債の所有者であると

みなされることのある者。 

(ⅱ) 原則的にはオランダの法人所得税に服するものとしながらも、その全部または一部において、本社債による収益

に関しては特別に免税されている者。 

(ⅲ) 1969年オランダ法人所得税法に定義される投資機関。 

(ⅳ) 原則的にはオランダの法人所得税に服するものとしながらも、その全部または一部において、オランダの法人所

得税を免税されている企業体。 

(ⅴ) 執行取締役会もしくは監督取締役会の一員としての関係、雇用関係、みなし雇用関係、または経営的役割におい

て本社債を所有する者。 

(ⅵ) 当社に対し相当程度持分を有し、またはオランダの税制の目的上相当程度の持分を有するとみなされる者。一般

に、相当程度の持分を有する者とは、(a)単独で、もしくは個人の場合には血縁もしくは婚族を問わずそのパート

ナーもしくはその直系の親族（里子を含む。）、もしくはオランダの税制上の目的におけるそのパートナーと共同

で、直接的もしくは間接的に、当社のいずれかの株式もしくは種類株式の５％以上を、もしくはかかる当社の株

式持分を直接的もしくは間接的に取得する権利を、もしくは、当社の年間利益の５％以上もしくは清算手取金の

５％以上に関連する利益参加証書を保有もしくは保有しているとみなされる者、または(b)当社に関するかかる者

の株式、株式を取得する権利、もしくは利益参加証書が非認識規定の適用に基づき保有される場合をいう。 

(ⅶ) オランダの税制の目的上、企業体およびアルバ、キュラソーまたはシント・マールテンの居住者として課税対象

となる者。 

 

源泉徴収税 

 本社債に係る一切の支払は、オランダまたはオランダ国内における下部行政主体もしくは税務当局により課税、

徴収、源泉徴収または賦課されるあらゆる租税（性質の如何を問わない。）のまたはそれに係る源泉徴収または控除

を受けない。ただし、(ⅰ)当社によって行われた、もしくは行われたとみなされる利息の支払に関して、(a)毎年更
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新されるオランダの規則に明確に記載される低税率のもしくは非協力的な法域に居住する関連当事者、(b)当該利息

が帰属する当該法域に恒久的施設を有する関連当事者、(c)オランダの居住者でも低税率のもしくは非協力的な法域

の居住者でもなく、かつ他者の源泉徴収税を回避することを主目的もしくは主目的の１つとして利息を得る権利を

有する関連当事者、(d)ハイブリッド事業体である関連当事者、もしくは(e)いずれの法域にも居住していない関連

当事者に対して利息の支払が行われる、もしくは行われたとみなされる場合全てにおいて、2021年オランダ源泉徴

収税法の意味において、オランダの源泉徴収税が適用される可能性がある場合、または(ⅱ)かかる本社債をオラン

ダ税制の目的上当社の株主資本と分類することができる発行条件に基づき本社債が発行される場合もしくは1969年

オランダ法人所得税法第10条第１項第d号の意味において実際に当社の株主資本として機能している場合で、かつ本

社債が当社もしくは当社に関連する事業体により発行されたかもしくは発行される予定の株式もしくはその他の持

分金融商品と引き換えに償還可能であるか、それらに転換可能であるかもしくはそれらに連動している場合を除

く。 

 

所得税およびキャピタル・ゲイン税 

非居住者である本社債権者 

個人 

 オランダの所得税の目的上オランダの居住者またはみなし居住者のいずれにも該当しない個人の本社債権者は、

本社債からまたは本社債に関連して得ているかまたは得ているとみなされる一切の利益について、オランダの所得

税は課税されない。ただし、以下の場合を除く。 

(ⅰ) 同個人が企業家としてまたは当該企業の純価値に対する共同権利に従ってを問わず、企業から利益を得ている

場合（株主として得る場合を除く。）であって、かかる企業の全部または一部がオランダ国内における恒久的

施設または恒久的代理人を通じて営まれており、かつ同個人の本社債がかかる恒久的施設または恒久的代理人

に帰属する場合。 

(ⅱ) 同個人が、本社債からまたは本社債に関連してオランダ国内で操業される雑業務による収益として課税される

利益を得ているか、または利益を得ているとみなされる場合。 

(ⅲ) 同個人が、オランダ国内にて実質的に運営されている企業の利益分配の権利に従った利益を得ており（有価証

券の所持人として得る場合を除く。）、かつ同個人の本社債がかかる企業に帰属する場合。 

 

企業体 

 本社債権者がオランダの法人所得税の目的上オランダの居住者またはみなし居住者のいずれにも該当しない企業

体、または組合、パートナーシップおよびミューチュアル・ファンドを含む企業体として課税対象となる事業体で

ある場合には、本社債からまたは本社債に関連して得ているかまたは得ているとみなされる利益について、オラン

ダの法人所得税は課税されない。ただし、以下の場合を除く。 

(ⅰ) その全部または一部がオランダ国内における恒久的施設または恒久的代理人を通じて営まれている企業から直

接利益を得ており、かつ同本社債権者の社債がかかる恒久的施設または恒久的代理人に帰属する場合。 

(ⅱ) オランダ国内にて運営されている企業の純価値に対する共同権利に従った利益を得ており（有価証券の所持人

として得る場合を除く。）、かつ同本社債権者の社債がかかる企業に帰属する場合。 

 

一般 

 本社債権者は、本社債の発行に関する書類の調印および／もしくは執行または本社債もしくはかかる書類に基づ

く当社の義務の履行のみの理由においてオランダの税制の目的上オランダの居住者とはみなされない。 

 本社債権者がオランダの居住者またはみなし居住者のいずれにも該当しない場合、かかる本社債権者は本社債の

発行に関する書類の調印および／もしくは執行またはかかる書類もしくは本社債に基づく当社の義務の履行のみの

理由において、オランダの税制の目的上、オランダにおける恒久的施設また恒久的代理人を通じて企業を全体また

は部分的にも運営せず、または運営しているとはみなされない。 
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贈与税および相続税 

 オランダの贈与税または相続税の目的上オランダの居住者またはみなし居住者に該当しない本社債権者による贈

与またはその死亡により本社債を取得または取得したとみなされる場合には、オランダの贈与税または相続税は課

税されない。ただし、オランダの贈与税または相続税の目的上オランダの居住者またはみなし居住者に該当しない

本社債権者による贈与の場合には、かかる本社債権者がかかる贈与の日付から180日以内にオランダの居住者または

みなし居住者となり死亡した場合を除く。 

 オランダの贈与税または相続税の目的のため、停止条件に基づく本社債の贈与は、停止条件が満たされた場合に

行われるとみなされる。 

 

付加価値税 

 本社債の発行に関する支払、または当社による本社債の元利金の支払に関連してオランダの付価値税は課税され

ない。 

 

登録税 

 本社債の発行に関する文書の調印および／もしくは執行（法的手続によるものおよびオランダの裁判所における

外国判決の執行を含む。）、かかる文書もしくは本社債に基づく当社の義務の履行、または本社債の譲渡に関連し

て、オランダの登録税、譲渡税、印紙税もしくはその他の類似の文書税（裁判所費用を除く。）はオランダにおいて

課されない。ただし、オランダに所在する不動産、オランダに所在する不動産として適格な資産（の持分）、もしく

はオランダの不動産譲渡税の目的上オランダに所在する不動産に対する権利（の持分）を本社債に関連して取得す

る場合、または本社債がオランダの不動産譲渡税の目的上オランダに所在する不動産として適格な資産（の持分）

を表章する発行条件に基づき本社債が発行される場合、オランダの不動産譲渡税が本社債権者に対して課される場

合がある。 

 

(2) 日本の租税制度 

 居住者または内国法人に対して支払われた本社債に関する利息は、通常現行の租税法規に基づき日本における課税の

対象となる。居住者または内国法人がかかる利息を国内における支払の取扱者を通じて交付される場合、支払われた利

息は、通常20％（所得税および地方税の合計）（2037年12月31日までは20.315％（所得税、復興特別所得税および地方

税の合計））が源泉徴収される。上記にかかわらず、居住者である個人が支払を受ける本社債の利息は、20％（所得税

および地方税の合計）（2037年12月31日までは20.315％（所得税、復興特別所得税および地方税の合計））の申告分離課

税の対象となる。 

 内国法人による本社債の譲渡から生じる利益は益金の額に算入されるが、居住者による本社債の譲渡から生じる利益

は、一定の場合を除き、日本における課税の対象とはならない。上記にかかわらず、居住者である個人が本社債を譲渡

した場合には、その譲渡益は、20％（所得税および地方税の合計）（2037年12月31日までは20.315％（所得税、復興特

別所得税および地方税の合計））の申告分離課税の対象となる。 

 居住者または内国法人が本社債の償還を受けたことによって得た利益は、通常現行の租税法規に基づき日本におけ

る課税の対象となる。上記にかかわらず、居住者である個人が本社債の償還を受けた場合の償還差益は、20％（所得

税および地方税の合計）（2037年12月31日までは20.315％（所得税、復興特別所得税および地方税の合計））の申告分

離課税の対象となる。 

 居住者である個人について生じる、本社債に係る利子所得、譲渡損益および償還差損益は、一定の条件のもとにこれ

らの所得間および一定の他の有価証券に係る所得または損失との損益通算および繰越控除が認められる。 

 本社債に関して非居住者または外国法人に対して支払われた利息は、通常日本の課税の対象とはならない。非居住者

または外国法人による本社債の日本における譲渡から生じる利益は、日本において恒久的施設を有する非居住者または

外国法人による譲渡の場合を除き、通常日本の課税の対象とならない。ただし、非居住者または外国法人に納税義務が

課される場合も、租税条約の適用ある規定により、限定または免除される場合がある。本社債に関して非居住者または
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外国法人が本社債の償還を受けたことによって得た利益も、通常日本の課税の対象とはならない（ただし、租税条約の

規定の適用があればそれに従う。）。 

 

４【法律意見】 

当社のオランダにおける法律顧問であるデ・ブラウ・ブラックストーン・ウエストブルック・エヌ・ブイ（De Brauw 

Blackstone Westbroek N.V.）より、下記の趣旨の法律意見書が提出されている。ただし、一定の仮定および留保に服

する。 

本書中の記載は、オランダの法律（オランダ税法を除く。）に関する限りにおいて正確である。 

当社のオランダにおける法律顧問であるロイエンズ・アンド・ルフ・エヌ・ブイ（Loyens & Loeff N.V.）より、下

記の趣旨の法律意見書が提出されている。 

本書の「３ 課税上の取扱い－(1) オランダの租税制度」という表題の項に含まれている、本社債の取得、保有およ

び売却に関し適用されるオランダ税制の法令に関する記述は、全ての重要な点において真実かつ正確である。 
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第２【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移 

当社は、2018年３月31日現在においてもその後の期間においても子会社または関連会社を有していないため、2018年

３月31日、2019年３月31日、2020年３月31日、2021年３月31日および2022年３月31日に終了した各年度については、連

結財務書類の作成は要求されていない。 

 

(2) 提出会社の事業年度に係る主要な経営指標等の推移 

 

決算期 
2018年３月31日 
終了事業年度 

2019年３月31日 
終了事業年度 

2020年３月31日 
終了事業年度 

2021年３月31日 
終了事業年度 

2022年３月31日 
終了事業年度 

 IFRS(注１) 

受取利息および 
類似収益 

百万円 28,575 28,839 28,334 18,402 16,679 

税引前利益／ 
（損失） 

百万円 2,923 2,076 9,759 1,067 1,748 

当期純利益／ 
（損失） 

百万円 2,194 1,120 7,411 1,006 1,313 

当期包括利益／ 
（損失） 

百万円 - 6,455 11,610 (1,672) 2,752 

発行済および 
払込済株式資本 
(注２) 

百万円 6,708 6,383 6,117 6,658 6,991 

発行済株式総数 株 113,000 113,000 113,000 113,000 113,000 

株主資本合計 百万円 20,230 31,215 42,825 35,853 38,605 

資産合計 百万円 2,467,390 2,591,283 2,827,759 2,758,918 2,507,250 

１株当たり株主資本 円 179,027 276,239 378,982 317,283 341,637 

１株当たり当期純利益
（損失） 

円 19,415.93 9,911.50 65,584.07 8,902.65 11,619.47 

１株当たり当期包括利
益（損失） 

円 - 57,123.89 102,743.36 (14,796.46) 24,353.98 

自己資本比率 ％ 0.82 1.20 1.51 1.30 1.54 

自己資本利益率 ％ 11.47 4.35 20.02 2.56 3.53 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

百万円 (151,954) (66,202) (38,482) 278,897 222,623 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

百万円 - - - - - 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

百万円 152,162 66,557 38,332 (278,974) (222,952)

現金および現金同等物
の期末残高 

百万円 422 779 600 557 241 

(注１) 欧州連合が採用した国際財務報告基準。 

(注２) １株当たり額面金額454ユーロの株式113,000株を各期末日のレートにて円換算した金額。「第５ 提出会社の

状況－１ 株式等の状況－（１）株式の総数等」を参照のこと。 
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２【沿革】 

当社は、1990年７月20日に野村證券株式会社（現野村ホールディングス）の子会社であるノムラ・ヨーロッパ・ピ

ー・エル・シーの全額出資金融子会社として、オランダ法に基づき有限責任株式公開会社（N.V.）の形態で設立され

た。 

1994年９月にノムラ・ヨーロッパ・ピー・エル・シー（同上）から野村證券株式会社（同上）へ当社の全株式が譲渡

され、当社は野村證券株式会社（同上）の子会社となった。1998年１月に野村證券株式会社（同上）が英国に全額出資

金融子会社のノムラ・グローバル・ファンディング・ピー・エル・シーを設立し、当社の全株式が現物出資されたこと

に伴い、当社はノムラ・グローバル・ファンディング・ピー・エル・シーの子会社となった。その後、2011年６月29日

付で、ノムラ・グローバル・ファンディング・ピー・エル・シーが保有していた当社の全株式が野村ホールディングス

に譲渡されたことに伴い、当社は野村ホールディングスの子会社となった。 

当社は、当社の発行に係る外国指標連動証券を信託財産とする有価証券信託受益証券を、東京証券取引所に上場して

いる。 

 

３【事業の内容】 

(1) 提出会社 

当社の主な事業内容は、社債の発行、野村グループからの借入等により資金調達を行い、野村グループへ資金供給を

図ることである。 

 

(2) 親会社 

野村ホールディングスおよびその連結子会社等（連結子会社および連結変動持分事業体、2022年３月末現在1,331

社）の主たる事業は、証券業を中核とする投資・金融サービス業であり、日本をはじめ世界の主要な金融・資本市場を

網羅する営業拠点等を通じ、お客様に対し資金調達、資産運用の両面で幅広いサービスを提供することである。具体的

な事業として、有価証券の売買等および売買等の委託の媒介、有価証券の引受けおよび売出し、有価証券の募集および

売出しの取扱い、有価証券の私募の取扱い、自己資金投資業、アセット・マネジメント業およびその他の証券業ならび

に金融業等を営んでいる。なお持分法適用会社は2022年３月末現在15社である。 

 

(3) 子会社 

該当事項なし。 

 

本書提出日現在の企業集団の概要は以下のとおりである。 

 

＜企業集団の概要＞ 
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４【関係会社の状況】 

(1) 親会社 

(a) 名称       野村ホールディングス株式会社 

(b) 所在地      東京都中央区日本橋一丁目13番１号 

(c) 資本の額     594,493百万円（2022年３月31日現在） 

(d) 業種       持株会社 

(e) 株式の所有割合  100％ 

(f) 提出会社との営業上の関係 

当社は野村ホールディングスの金融子会社である。同社は、当社が発行する社債に関して保証を行っており、フ

ァシリティ・アグリーメントに基づく金銭の貸借取引を行っている。 

(g) 野村ホールディングスは有価証券報告書提出会社である。 

 

(2) 子会社 

該当事項なし。 

 

(3) 関連会社 

該当事項なし。 

 

５【従業員の状況】 

(1) 提出会社の従業員数 

本書提出日現在の従業員数は14人である。 

 

(2) 提出会社の従業員の平均年齢、平均勤続年数および平均年間給与 

当社の従業員の平均年齢、平均勤続年数、平均年間給与はそれぞれ43.2歳、8.0年および10.1百万円である。 

 

(3) 労働組合の状況等 

該当事項なし。 

 

第３【事業の状況】 

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 

下記の記載のほか、下記「２ 事業等のリスク」中、＜当社固有のリスク＞の記載を参照のこと。 

当社に求められている大きな役割は、当社による野村グループの海外における資金調達機能である。したがって、当

社は、野村グループの業務が円滑に行われるように、グローバルに安定的な資金供給を図るため、当社が設定している

ユーロ・ノート・プログラムの下、資金調達を継続的に行う必要がある。 

 

２【事業等のリスク】 

以下に述べるリスクが実際に生じた場合、当社のビジネスや財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況に

悪影響を及ぼす可能性がある。これらは、本書提出日現在で当社が判断したものであるが、現時点では確認できていな

い追加的リスクや現在は重要ではないと考えるリスクも当社に悪影響を与える可能性がある。 

 

＜当社固有のリスク＞ 

(1) オペレーショナル・リスク 

当社では、オペレーショナル・リスクを内部プロセス・人・システムが不適切であること、もしくは機能しないこ

と、または外生的事象が生起することから損失を被るリスクあるいは非財務的影響と定義している。この定義には、戦

略リスク（経営陣の不適切な意思決定により損失を被るリスク）およびレピュテーショナル・リスクは含まれないが、
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オペレーショナル・リスクの顕在化の結果、野村グループ各社の評判の悪化に至ることもあるため、オペレーショナ

ル・リスクとレピュテーショナル・リスクは密接に関連する。 

なお、当社は、野村グループのオペレーショナル・リスク管理の枠組に全面的に統合されている。 

 

(2) 市場リスク 

市場リスクは、市場のリスク・ファクター（金利、為替、有価証券等の価格）の変動により、保有する金融資産およ

び金融負債（オフ・バランスを含む。）の価値が変動し、損失を被るリスクである。 

ただし、当社は貸付金およびミディアム・ターム・ノートのエクスポージャーを経済的にヘッジするためにデリバテ

ィブ取引を行っており、市場リスクは 小限に抑えられている。 

 

(3) 信用リスク 

信用リスクとは、債務者が、債務不履行、破産、または法的手続等の結果として、予め合意した条件通りに契約上

の義務を履行できないことにより損失を被るリスクをいい、オフ・バランス資産に係る損失を含む。当該リスクはま

た、カウンターパーティーの信用評価調整により損失を被るリスクを含む。 

当社の金融商品の取引相手は野村グループのみであるため、信用リスクは 小限に抑えられている。 

 

(4) 資金流動性リスク 

信用力の低下もしくは市況環境の悪化等により必要な資金の確保が困難となる、または、通常より著しく高い金利で

の資金調達を余儀なくされることにより損失を被るリスクである。当社は、野村グループの資金調達会社としての主要

な役割を果たすことから、当社の活動は野村グループの流動性リスク管理のフレームワークの中に統合されている。 

 

(5) その他 

収益環境の悪化または業務運営の効率性もしくは有効性の低下により、収益がコストをカバーできなくなるリスクで

あるビジネス・リスク、当局による規制の導入・改正・撤廃により新たな義務が課せられるまたは費用が発生する等の

リーガル・リスクがある。 

 

＜野村グループのリスク＞ 

当社の金融商品の取引相手先は野村グループのみであるため、野村グループの経営成績および財政状態の悪化は、当

社のビジネスや経営に悪影響を与える可能性がある。当社が本書提出日現在において、野村グループのリスクとして認識

している事項は以下のとおりである。 

 

目次 

 

経営環境に関するリスク 

 

１．野村グループのビジネスは日本経済および世界経済の情勢および金融市場の動向により重大な影響を受ける可能性

がある 

(1) 新型コロナウイルスの流行が、野村グループのビジネス、顧客および従業員に悪影響を及ぼしており、今後も

継続する可能性がある 

(2) 自然災害、テロ、武力紛争、新型コロナウイルス以外の感染症等により野村グループのビジネスに悪影響が及

ぶ可能性がある 

(3) 野村グループがビジネスを行う国・地域における政府・金融当局による政策の変更が、野村グループのビジネ

ス、財政状態または経営成績に影響を与える可能性がある 

(4) 米ドルLIBOR（ロンドン銀行間取引金利）から代替金利指標への移行等が、野村グループのビジネスに不利に影

響する可能性がある 
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(5) 市場低迷の長期化や市場参加者の減少が流動性を低下させ、大きな損失が生じる可能性がある 

(6) 英国による欧州連合離脱は、野村グループのビジネスに影響を与える可能性がある 

２．金融業界は激しい競争に晒されている 

(1) 他の金融機関や非金融企業の金融サービス等との競争が激化している 

(2) 金融グループの統合・再編、各種業務提携や連携の進展により競争が激化している 

(3) 野村グループの海外ビジネスは激しい競争に晒されており、ビジネス・モデルの更なる見直しが必要となる可

能性がある 

３．市場リスクや資金流動性リスクだけではなく、イベント・リスクも野村グループのトレーディング資産や投資資産

に損失を生じさせる可能性がある 

４．気候変動やそれに関わる各国の政策変更などを含む、「Environment（環境）」「Social（社会）」「Governance（企業

統治）」の要素が野村ホールディングスの事業に影響を及ぼす可能性がある 

 

事業に関するリスク 

 

５．野村グループのビジネスは業務遂行にあたってさまざまな要因により損失を生じる可能性がある 

(1) トレーディングや投資活動から大きな損失を被る可能性がある 

(2) 証券やその他の資産に大口かつ集中的なポジションを保有することによって、野村グループは大きな損失を被

る可能性がある 

(3) ヘッジ戦略により損失を回避できない場合がある 

(4) 野村グループのリスク管理方針や手続きがリスクの管理において十分に効果を発揮しない場合がある 

(5) 市場リスクによって、その他のリスクが増加する可能性がある 

(6) 野村グループの仲介手数料やアセット・マネジメント業務からの収入が減少する可能性がある 

(7) 野村グループの投資銀行業務からの収入が減少する可能性がある 

(8) 野村グループの電子取引業務からの収入が減少する可能性がある 

６．野村グループに債務を負担する第三者がその債務を履行しない結果、損失を被る可能性がある 

(1) 大手金融機関の破綻が金融市場全般に影響を与え、野村グループに影響を及ぼす可能性がある 

(2) 信用リスクに関する情報の正確性や信用リスクの軽減のために受け入れている担保が十分であるという保証は

ない 

(3) 野村グループの顧客や取引相手が政治的・経済的理由から野村グループに対する債務を履行できない可能性が

ある 

７．野村グループは持株会社であり、野村グループの子会社からの支払に依存している 

８．投資持分証券・トレーディング目的以外の負債証券について野村グループが期待する収益を実現できない可能性が

ある 

９．野村グループが提供したキャッシュ・リザーブ・ファンドや債券に損失が生じることで顧客資産が流出する可能性

がある 

 

財務に関するリスク 

 

10．連結財務諸表に計上されているのれんおよび有形・無形資産にかかる減損が認識される可能性がある 

11．資金流動性リスクの顕在化によって野村グループの資金調達能力が損なわれ、野村グループの財政状態が悪化する

可能性がある 

(1) 野村グループが無担保あるいは有担保での資金調達ができなくなる場合がある 

(2) 野村グループが資産を売却できなくなる可能性がある 

(3) 信用格付の低下により、野村グループの資金調達能力が損なわれる可能性がある 
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12．連結財務諸表に計上されている関連会社およびその他の持分法投資先の株価が一定期間以上大幅に下落した場合に

は減損が認識される可能性がある 

非財務リスク 

13．役職員または第三者による不正行為や詐欺により、野村グループのビジネスに悪影響が及ぶ可能性がある 

14．利益相反を特定し適切に対処することができないことにより、野村グループのビジネスに悪影響が及ぶ可能性があ

る 

15．野村グループのビジネスは、重大なリーガル・リスク、レギュラトリー・リスクおよびレピュテーショナル・リス

クに影響される可能性がある 

(1) 市場低迷等を原因とした法的責任の可能性が発生し、野村グループのビジネス、財政状態および経営成績に影

響を及ぼす可能性がある 

(2) 規制による業務制限や、業務処分等による損失が発生し、野村グループのビジネス、財政状態および経営成績

に影響を及ぼす可能性がある 

(3) 金融システム・金融セクターに対する規制強化の進行が、野村グループのビジネス、財政状態および経営成績

に影響を及ぼす可能性がある 

(4) 経営状況、法的規制の変更などにより、繰延税金資産の計上額の見直しが行われ、野村グループの経営成績お

よび財政状態に影響を及ぼす可能性がある 

(5) マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与に適切に対処できなかった場合には、行政処分や罰金等の対象と

なる可能性がある 

16．野村グループの保有する個人情報の漏洩により、野村グループのビジネスに悪影響が及ぶ可能性がある 

17．野村グループの情報システムが適切に稼働しないこと、外部からのサイバー攻撃による情報漏洩または十分なサイ

バーセキュリティを維持するために必要な費用負担により、野村グループのビジネスに悪影響が及ぶ可能性がある 

18．人材の確保・育成ができないことにより、野村グループのビジネスに悪影響が及ぶ可能性がある 

 

経営環境に関するリスク 

 

１．野村グループのビジネスは日本経済および世界経済の情勢および金融市場の動向により重大な影響を受ける可能性

がある 

野村グループのビジネスや収益は、日本経済および世界経済の情勢ならびに金融市場の動向により影響を受ける可能

性がある。また、各国の経済情勢や金融市場の動向は、経済的要因だけではなく、戦争、テロ行為、経済・政治制裁、

世界的流行病、地政学的リスクの見通しまたは実際に発生した地政学的イベント、あるいは自然災害などによっても影

響を受ける可能性がある。仮に、このような事象が生じた場合、金融市場や経済の低迷が長期化し、野村グループのビ

ジネスに影響が及ぶとともに、大きな損失が発生する可能性がある。あるいは金融市場に限らず、例えば日本が直面す

る人口高齢化や人口減少の長期的傾向等の社会情勢は、野村グループの事業分野、特にリテールビジネスの分野におい

て、需要を継続的に圧迫する可能性がある。なお、野村グループのビジネス・業務運営に影響を与える金融市場や経済

情勢に関するリスクには以下のものが含まれる。 

 

（１）新型コロナウイルスの流行が、野村グループのビジネス、顧客および従業員に悪影響を及ぼしており、今後も

継続する可能性がある 

2020年から続く新型コロナウイルス感染症の世界的流行とそれにともなう各国政府による感染拡大防止策により、

株価の急落・金利の乱高下・ボラティリティの高まり・クレジット・スプレッドの急拡大等の混乱などのリスクが顕

在化した。一部の地域では、各国政府等が、建物の閉鎖、都市封鎖、外出禁止令等の措置を実施したため、野村グル

ープでは従業員が在宅勤務できるための環境を整備して業務を継続している。しかしながら、こうした施策が十分に

機能せず、遠隔での勤務による、監督上の課題やサイバー攻撃を含む追加的なリスクが増大する可能性もある。ま

た、新たな変異株の出現等により、各国政府の感染拡大防止策が強化され、それらが社会・経済機能に影響し、野村

グループのビジネス、業績および財政状態に悪影響を与える可能性がある。ワクチン接種の進捗にともない、感染拡
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大や影響は徐々に収束する可能性があるが、市場や経済活動、事業環境等への悪影響が継続する場合、野村グループ

のビジネス、業績および財政状態に悪影響を及ぼす可能性がある。野村グループは、今後も社内の危機管理とともに

経営環境における関連リスク動向を監視・管理していく。 

 

（２）自然災害、テロ、武力紛争、新型コロナウイルス以外の感染症等により野村グループのビジネスに悪影響が及

ぶ可能性がある 

野村グループは、不測の事態に備えたコンティンジェンシープランの策定や役職員の安否確認訓練などの危機管理

訓練を行っており、また実際に不測の事態が生じた際には、対策本部を設置し、役職員やその家族の安否確認、安全

確保、被害拡大の防止、および業務継続態勢を維持するために適切な措置を講じる体制を整えている。しかしなが

ら、想定を上回る規模の災害、テロ行為または武力紛争、広範囲の感染症の感染拡大等により、野村グループの役職

員、施設やシステムが被災し、業務の継続が困難になる可能性がある。また、新型コロナウイルス以外の未知の感染

症等により役職員による業務遂行に支障が生じる可能性がある。 

 

（３）野村グループがビジネスを行う国・地域における政府・金融当局による政策の変更が、野村グループのビジネ

ス、財政状態または経営成績に影響を与える可能性がある 

野村グループは、国内外の拠点網を通じて、グローバルにビジネスを展開している。したがって、野村グループが

ビジネスを行う国・地域において、政府・金融当局が財政および金融その他の政策を変更した場合、野村グループの

ビジネス、財政状態または経営成績に影響を与える可能性がある。また、日本を含む多くの主要各国の中央銀行によ

る金融政策が変更され、それにともなう金利や利回りの変動等が進んだ場合、顧客向け運用商品の提供やトレーディ

ング活動または投資活動等に影響を及ぼす可能性がある。例えば、日本の低金利環境が継続することによるフィクス

ト・インカム収入の低下などが挙げられる。 

 

（４）米ドルLIBOR（ロンドン銀行間取引金利）から代替金利指標への移行等が、野村グループのビジネスに不利に影

響する可能性がある 

2021年３月５日に英国ファイナンシャル・コンダクト・オーソリティーが公表した声明によって、米ドルLIBORは

2023年６月末をもって公表停止となる予定である。米ドルLIBORを参照する契約のうち公表停止以降も継続するもの

は、代替金利指標を参照するよう置き換えるか、フォールバック条項を契約当事者間で公表停止前に予め合意してお

くか、いずれかが求められる。これにともなって適用される金利指標の計算方法の変更や、締結される契約や適用さ

れる会計処理の変更等により、システムの改修やオペレーションの変更、顧客への情報開示等への対応にかかる追加

的な費用やリスクの発生、米ドルLIBORを変動金利として参照するデリバティブ取引や債券等の価格や価格変動性、市

場流動性に影響を与える可能性があり、その結果、野村グループのビジネス、財政状態および経営成績に重大な影響

を与える可能性または取引の相手方や取引関係者との紛争や訴訟等が発生する可能性がある。 

 

（５）市場低迷の長期化や市場参加者の減少が流動性を低下させ、大きな損失が生じる可能性がある 

市場低迷が長期化すると、野村グループの業務に関連する市場において取引量が減少し、流動性が低下する。ま

た、規制強化を背景とする金融機関の市場関連業務の縮小も市場の流動性に影響を与える。この結果、市場におい

て、野村グループは、自己の保有する資産を売却またはヘッジすることが困難になるほか、当該資産の市場価格が形

成されず、自己の保有する資産の時価を認識できない可能性がある。特に店頭デリバティブ等においてはポジション

のすべてを適切に解消し、またはヘッジすることができない場合に大きな損失を被る可能性がある。さらに、市場の

流動性が低下し、自己の保有するポジションの市場価格が形成されない場合、予期しない損失を生じることがある。 

 

野村グループは、これらの市場リスクおよび市場流動性リスク等を日々計測し、事前に設定したリミットを超過す

る場合は即座の対応をとる等のリスク管理体制を整備している。 
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（６）英国による欧州連合離脱は、野村グループのビジネスに影響を与える可能性がある 

2020年１月31日、英国は英国および欧州連合間（以下「EU」という。）の離脱協定に基づき、EUを離脱（以下

「Brexit」という。）し、2020年12月31日には、EU法および諸規定が英国に適用される移行期間（以下「移行期間」と

いう。）が終了した。英国およびEUは、新たに両国関係を規定する貿易協力協定を締結したが、この協定は金融業界を

包括的に取り扱うものではないため、Brexitが野村グループの事業に及ぼしうる長期的影響については依然として不

確実性が継続している。野村グループは従来、英国ロンドンに設立した証券会社であるノムラ・インターナショナ

ル・ピーエル・シーを主な地域本部としてビジネスを展開していたが、移行期間の終了にともない、ドイツ連邦共和

国に設立した許認可証券会社であるノムラ・ファイナンシャル・プロダクツ・ヨーロッパ・ゲー・エム・ベー・ハー

を中心に顧客サービス等を提供する体制へと転換している。野村グループは、移管にともなうリスクを 小限に留め

るべく、また市場全体の不確実性の影響を軽減すべく、各種対応を進めているが、英国およびEU間の、移管にともな

う調整等の状況の進展が野村グループのビジネス、経営成績および財政状態に影響が生じる可能性は残存している。 

 

２．金融業界は激しい競争に晒されている 

野村グループのビジネスは激しい競争に晒されており、この状況は今後も続くことが予想される。野村グループは、

取引執行能力や商品・サービス、イノベーション、評判（レピュテーション）、価格など多くの要因において競争してお

り、特に、仲介業務、引受業務などで激しい価格競争に直面している。 

 

（１）他の金融機関や非金融企業の金融サービス等との競争が激化している 

1990年代後半から、日本の金融業界では規制緩和が進んだ。2004年には銀行およびその他の金融機関がブローカレ

ッジ業務に参入可能となり、2009年には商業銀行と証券会社間のファイアーウォール規制が緩和され、競合他社は関

係のある商業銀行とより密接に協業することができるようになった。競争力を増した日本の大手商業銀行の系列証券

会社や外資系証券会社は、セールス・トレーディング、投資銀行業務、リテールビジネスの分野において、野村グル

ープのシェアに影響を及ぼしている。上記に加え、近年はオンライン証券会社の台頭の他、デジタライゼーションや

デジタル・トランスフォーメーション（DX）と呼ばれる潮流によりフィンテック企業の台頭や非金融企業の金融サー

ビス参入など、従来の業界領域を超え、競争が一層激化の様相を呈している。野村グループはこうした競争環境の変

化に対応するべく、既に多角的な取組みを始動させている。しかしながら、激化する競争環境において、このような

取組みが野村グループのシェアの維持拡大に効果を発揮できない場合、ビジネス獲得の競争力が低下し、野村グルー

プのビジネスおよび経営成績に影響が及ぶ可能性がある。 

 

（２）金融グループの統合・再編、各種業務提携や連携の進展により競争が激化している 

金融業界において、金融機関同士の統合・再編が進んでいる。特に、大手の商業銀行、その他幅広い業容を持つ大

手金融グループは、その傘下における証券業の設置および獲得ならびに他金融機関との連携に取り組んでいる。これ

ら大手金融グループが、総合的な金融サービスをワンストップで顧客に提供すべく、グループ内での事業連携を引き

続き強化している。具体的には、ローン、預金、保険、証券ブローカレッジ業務、資産運用業務、投資銀行業務な

ど、グループ内での幅広い種類の商品・サービスの提供を進めており、この結果として金融グループの競争力が野村

グループに対し相対的に高まる可能性がある。また、金融グループは、市場シェアを獲得するために、商業銀行業務

その他金融サービスの収入により投資銀行業務や証券ブローカレッジ業務を補う可能性がある。また、グループの垣

根を越えた商業銀行と証券業との提携や、昨今では新興企業を含む事業会社との提携等、業態・業界を超えた連携へ

と広がる傾向も見られ、これらの大手金融グループの事業拡大や提携等による収益力の向上などにより、野村グルー

プの市場シェアが低下する可能性がある。 

 

（３）野村グループの海外ビジネスは激しい競争に晒されており、ビジネス・モデルの更なる見直しが必要となる可能

性がある 

海外には多くのビジネスの機会およびそれにともなう競争が存在する。野村グループは、これらのビジネス機会を

有効に活用するため、米国、欧州、アジアなどの重要な海外市場において他金融機関と競合している。野村グループ
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は、このような厳しい競争環境に対応するべく取り組んでいるが、2019年３月期においては過去の海外での買収に関

連して、81,372百万円ののれん減損を計上した。野村グループは、2019年４月以降、ビジネスポートフォリオの見直

し、および顧客ビジネスと成長地域への注力を行うべく、ビジネスプラットフォームの再構築に取り組んでいる。ま

た、国際的な事業展開を展開していくにあたり、オーガニックだけでなく、2020年のグリーンテック社の買収などイ

ンオーガニックにも、事業を成長させてきた。今後も、競争環境を俯瞰しながらビジネスポートフォリオ全体の見直

しは継続し、各種リスクを考慮のうえで戦略を実行していくが、スピードも意識する必要がある中で想定以上の費用

がかさんだり、財務、経営その他の資源を想定以上に投じたりすることとなった場合などには、野村グループのビジ

ネスおよび経営成績に悪影響が及ぶ可能性がある。また、戦略の土台となる想定が正しくなかった場合、得られる利

益が想定以上に落ち込むなど、結果として野村グループのビジネスおよび経営成績に影響を与える可能性がある。さ

らに、戦略の実行にともなう人員数や報酬の削減により、野村グループのビジネスの成功に必要な従業員の獲得およ

び維持に悪影響が及ぶ可能性がある。また、経営体制の合理化が適切に行われなかった場合、野村グループがグロー

バルに展開するビジネスを適切に管理監督するための機能に影響を及ぼす可能性がある。 

 

３．市場リスクや資金流動性リスクだけではなく、イベント・リスクも野村グループのトレーディング資産や投資資産

に損失を生じさせる可能性がある 

イベント・リスクとは、事前に予測が困難な出来事（例えば、自然災害、人災、流行病、テロ行為、武力紛争、政情

不安、その他野村グループのビジネスや取引相手等に影響を与える出来事）によりマーケットに急激な変動がもたらさ

れた場合に発生する潜在的な損失をいう。これらには、2011年３月の東日本大震災、2017年の北朝鮮による核実験実施

等にともなう朝鮮半島情勢の緊張の高まり、2018年以降の米中通商摩擦、2020年の新型コロナウイルス感染症の拡大、

2022年のロシアによるウクライナへの侵攻のような突然かつ想定外の貿易環境や安全保障政策の急変などの社会的に重

大な事象のほか、より個別具体的に野村グループのトレーディング資産や投資資産に損失を生じさせるおそれのある、

次のような出来事が含まれる。 

 

・主要格付機関による、野村グループのトレーディング資産や投資資産に関する信用格付の突然かつ大幅な格下げ 

・野村グループのトレーディング戦略を陳腐化させ、競争力を低下させ、または実行不能にするような、トレーディ

ング、税務、会計、金融規制、法律その他関連規則の突然の変更 

・野村グループが関与する取引が予測不能な事由により遂行されないために野村グループが受取るべき対価を受取れ

ないこと、または野村グループがトレーディングもしくは投資資産として保有する有価証券の発行会社の倒産や詐欺

的行為もしくはこれらに対する行政処分等 

 

４．気候変動やそれに関わる各国の政策変更などを含む、「Environment（環境）」「Social（社会）」「Governance（企業

統治）」の要素が野村グループの事業に影響を及ぼす可能性がある 

企業経営における環境、社会、ガバナンス（以下「ESG」という。）の分野に注目が高まる中、野村グループはこれら

の領域における指針および業務能力を継続的に発展させ、株主、顧客、および社会全体を含むステークホルダーに対し

て積極的にその態勢を示すことが必要となっている。ESGを取り巻く環境の変化は速く、事業活動においてESGへの配慮

が充分でない場合、野村グループの持続可能なビジネス・モデルの構築が妨げられ、レピュテーション、経営成績や財

政状態に影響が及ぶ可能性がある。レピュテーショナル・リスクには、環境配慮に関する表示と実態が異なることによ

り誤解を与えるリスク、実態をともなわないことにかかるリスク（いわゆる「グリーン・ウォッシュ」と呼ばれるリス

ク）も含まれる。 

 

野村グループは、気候変動を主要なグローバル課題の１つであると認識している。気候変動がもたらす直接的な影響

と、それにともなうビジネス環境の変化により野村グループは損失を被る可能性がある。気候変動に起因するリスク

は、大型の台風、干ばつ、酷暑、霜といった異常気象や気候パターンの長期的変化、海面上昇などによって人的被害や

財産上の損害が生じるリスク（物理的リスク）と、脱炭素社会への移行に向けた各国政府の政策変更や急速な技術革

新、消費需要の変化に対応できず取り残されるリスク（移行リスク）があるといわれている。 
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事業に関するリスク 

 

５．野村グループのビジネスは業務遂行にあたってさまざまな要因により損失を生じる可能性がある 

 

（１）トレーディングや投資活動から大きな損失を被る可能性がある 

野村グループは自己売買および顧客取引のために、債券市場や株式市場等でトレーディング・ポジションと投資ポ

ジションを保有している。野村グループのポジションはさまざまな種類の資産によって構成されており、その中には

株式、金利、通貨、クレジットなどのデリバティブ取引、さらに貸付債権、リバース・レポも含まれる。これらの資

産が取引される市場の変動は、当該資産のポジションの価値に影響を与える場合があり、それぞれ下落はロング・ポ

ジションに、上昇はショート・ポジションに影響を及ぼす可能性がある。そのため、野村グループはさまざまなヘッ

ジ手法を用いてポジションリスクの軽減に努めているが、それでも資産価格が大きく変動した場合、もしくは、金融

システムに過大な負荷がかかることで市場が野村グループの予測していない動きをした場合、野村グループは損失を

被る可能性がある。 

 

野村グループのビジネスは市場のボラティリティ水準の変化に影響を受けており、今後も継続して影響を受ける可

能性がある。トレーディングや裁定取引の機会は市場のボラティリティに依存しており、ボラティリティが低下した

場合は取引機会が減少し、これらのビジネスの結果に影響を与える可能性がある。一方、ボラティリティが上昇した

場合は、取引量や価格スプレッドを増加させることがあるが、これによりバリュー・アット・リスク（以下「VaR」と

いう。）で計測されるリスク量が増大することで、野村グループはマーケットメイキングや自己勘定投資においてより

高いリスクに晒される。そのため、ボラティリティ上昇時は、VaR増大の増加を避けるためにこれらのビジネスの既存

ポジションまたは取引量を減らすことがある。 

 

例えば、2021年３月には、米国顧客とのプライム・ブローカレッジ取引において顧客にマージンコールを要請する

も入金がなく債務不履行を通知して契約解消を行い、当該顧客との取引のヘッジとして保有していたポジションの処

理を実施した。その結果、ポジションの処理にともなう巨額のトレーディング損失を計上するとともに、顧客が担保

として差し入れていた有価証券の貸付金に対する価値が減少したことにともない、予想信用損失にかかる貸倒引当金

を計上した。詳細は野村ホールディングス株式会社 有価証券報告書（第118期）の「第４ 提出会社の状況 ４（１） 

コーポレート・ガバナンスの状況等 リスク管理体制の整備」を参照のこと。野村ホールディングスは、米国PB顧客

取引に関する損失への対応として、リスク管理活動の改善を含めて取り組んでいるが、野村ホールディングスのビジ

ネス・モデルには必然的に重要なトレーディング活動が含まれており、その結果、将来的に再び大きな損失を計上す

る可能性がある。 

 

資本市場における取引を円滑に進めるために、引受業務やトレーディング業務にともない比較的大きなポジション

を保有することがある。また、野村グループが投資商品の開発を目的としてパイロット・ファンドを設定してポジシ

ョンを保有し、投資商品の設定・維持を目的としてシード・マネーを出資することがある。野村グループは市場価格

の変動によりこれらのポジションから大きな損失を被る可能性がある。 

 

加えて、野村グループが担保を提供する取引においては、担保資産価値の大幅な下落や、野村グループの信用格付

の引き下げ等によって信用力低下にともなう追加担保の提供義務が生じた場合は、取引コストの上昇および収益性の

低下を招く可能性がある。一方、担保の提供を受ける取引においては、担保資産価値や信用力の下落が顧客取引の減

少につながり、それにともなう収益性の低下を招く可能性がある。米国顧客取引に関する損失の後、複数の格付機関

が野村グループの格付に対する見通しを下方修正したが、前向きに解決しなければ、野村グループの格付は引き下げ

られる可能性がある。下記「第２ 事業等のリスク 財務に関するリスク 11.資金流動性リスクの顕在化によって野

村グループの資金調達能力が損なわれ、野村グループの財政状態が悪化する可能性がある （３）信用格付の低下に

より、野村グループの資金調達能力が損なわれる可能性がある」を参照のこと。 
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（２）証券やその他の資産に大口かつ集中的なポジションを保有することによって、野村グループは大きな損失を被

る可能性がある 

野村グループは、マーケット・メイク、ブロック取引、引受業務、証券化商品の組成、プライム・ブローカレッジ

取引、第三者割当による新株予約権付社債等の買い取り業務、または、顧客ニーズに対応した各種ファイナンシング

およびソリューション・ビジネス等においては、特定の資産を大口かつ集中的に保有することがあり、多額の資金を

これらのビジネスに投じている。その結果、しばしば特定の発行者または特定の業界、国もしくは地域の発行者が発

行する証券または資産に大口のポジションを保有することがある。これらの有価証券の価格の変動は、必要に応じて

それらを処理・換金できる価格に重大な影響を与える可能性があり、その結果、米国顧客取引に関する損失に関連し

て発生したような、巨額のトレーディング損失を計上することがある。野村ホールディングス株式会社 有価証券報告

書（第118期）の「第４ 提出会社の状況 ４（１） コーポレート・ガバナンスの状況等 リスク管理体制の整備」も

参照のこと。なお、一般に、商業銀行、ブローカー・ディーラー、清算機関、取引所および投資会社といった金融サ

ービス業に携わる者に対するエクスポージャーが大きくなる傾向がある。また、顧客や取引先とのビジネスに起因し

て、特定の国や地域において発行される証券を比較的大きく保有する場合がある。加えて、住宅および商業用不動産

ローン担保証券などの資産担保証券についても、市場価格が変動すると、野村グループは損失を被る可能性がある。 

 

（３）ヘッジ戦略により損失を回避できない場合がある 

野村グループはさまざまな金融商品や戦略を用いて、野村ホールディングスが自己または顧客のために行う金融取

引から生じるリスク・エクスポージャーをヘッジしている。ヘッジ戦略が効果的に機能しない場合、野村グループは

損失を被る可能性がある。野村グループのヘッジ戦略の多くは過去の取引パターンや相関性に根拠を置いている。例

えば、ある資産を保有する場合は、それまでその資産の価値の変化を相殺する方向に価格が動いていた資産を保有す

ることでヘッジを行っている。しかし野村グループは、さまざまな市場環境においてあらゆる種類のリスクに晒され

ており、過去の金融危機の際に見られたように、過去の取引パターンや相関性が維持されず、これらのヘッジ戦略が

必ずしも十分に効果を発揮しない可能性がある。さらに、すべてのヘッジ戦略がすべての種類のリスクに対して有効

であるわけではなく、リスクが適切に管理されていない場合には、特定の戦略がリスクを増加させる可能性がある。

例えば、米国顧客取引に関する損失に至る取引の多くは、顧客に特定の株式に対する「トータル・リターン・スワッ

プ」と呼ばれるデリバティブ取引のエクスポージャーを増大させていた。詳細は野村ホールディングス株式会社 有価

証券報告書（第118期）の「第４ 提出会社の状況 ４（１） コーポレート・ガバナンスの状況等 リスク管理体制の

整備」を参照のこと。野村グループは、顧客へのトータル・リターン・スワップをヘッジするために、原資産を保有

していた。しかしながら、この特定のヘッジ戦略は、顧客によるデフォルトのリスクや、変動の激しい市場環境にお

いて当該ポジションを処理する必要が出る場面のリスクをヘッジすることを意図したものではなかった。このような

リスクが顕在化した際、原資産を保有するというヘッジ戦略において市場の変動に晒され、損失を計上するに至っ

た。 

 

（４）野村グループのリスク管理方針や手続きがリスクの管理において十分に効果を発揮しない場合がある 

リスクの特定、モニターおよび管理を行うための野村グループの方針や手続きが十分な効果を発揮しない場合があ

る。例えば、野村グループのリスク管理方法の一部は過去の金融市場におけるデータの動きに基づいて設計、構築さ

れているが、将来の金融市場における個々のデータの振る舞いは、過去に観察されたものと同じであるとは限らな

い。その結果、将来のリスク・エクスポージャーが想定を超えて、大きな損失を被る可能性がある。また、野村グル

ープが使用しているリスク管理方法は、市場、顧客等に関する公表情報または野村グループが入手可能な情報の評価

をよりどころとしている。これらの情報が正確、完全、 新なものではなく、あるいは正しく評価されていない場合

には、野村グループは、リスクを適切に評価できず、大きな損失を被る可能性がある。加えて、市場の変動などによ

り野村グループの評価モデルが市場と整合しなくなり、適正な評価やリスク管理が行えなくなる可能性がある。さら

に、野村ホールディングスの組織構造やガバナンスの枠組みにおける潜在的な弱点があった場合には、各自の役割や

責任について誤解を招く可能性もある。また、規程や手続き自体の精度にかかわらず、その趣旨が有効に機能するた

めには適切に実行に移され、遵守されなければならない。 
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例えば、米国顧客取引に関する損失においては、顧客のカウンターパーティ・リスクや、顧客とのプライム・ブロ

ーカレッジ取引の原資産である有価証券に関する市場リスクのエクスポージャーにより巨額の損失が生じた。野村ホ

ールディングスは、リスク管理の方針・手続きおよびその実施状況を総合的に見直し、改訂し、強化するための諸施

策を検討し、実施している。詳細は野村ホールディングス株式会社 有価証券報告書（第118期）の「第４ 提出会社の

状況 ４（１） コーポレート・ガバナンスの状況等 リスク管理体制の整備」を参照のこと。それら対策は進行中だ

が、完了したとしても、将来の同様のリスク管理上の弱点を防止したり、同じ事業内または他の事業において将来の

損失を防止するための規程や手続きが有効ではなくなるようなその他の弱点を特定して修正したりするためには十分

ではない可能性がある。 

 

（５）市場リスクによって、その他のリスクが増加する可能性がある 

前述の野村グループのビジネスに影響を与えうる可能性に加え、市場リスクがその他のリスクを増幅させる可能性

がある。例えば、金融工学や金融イノベーションを用いて開発された金融商品に内在する諸リスクは市場リスクによ

って増幅されることがある。 

 

また、野村グループが市場リスクによりトレーディングで大きな損失を被った場合、野村グループの流動性ニーズ

が急激に高まる可能性があり、一方で、野村グループの信用リスクが市場で警戒され、資金の調達が困難になる可能

性がある。 

 

さらに、市場環境が悪化している場合に、野村グループの顧客や取引相手が大きな損失を被り、その財政状態が悪

化した場合には、先だっての米国顧客取引に関する損失に見られるように顧客や取引相手に対する信用リスクが増加

する可能性がある。 

 

（６）野村グループの仲介手数料やアセット・マネジメント業務からの収入が減少する可能性がある 

金融市場や経済情勢が低迷すると、野村グループが顧客のために仲介する証券取引の取扱高が減少するため、仲介

業務にかかる収入が減少する可能性がある。また、アセット・マネジメント業務については、多くの場合、野村グル

ープは顧客のポートフォリオを管理することで報酬を得ており、その報酬額はポートフォリオの価値に基づいてい

る。したがって、市場の低迷によって、顧客のポートフォリオの価値が下がり、解約等の増加や新規投資の減少が生

じることによって、野村グループがアセット・マネジメント業務から得ている収入も減少する可能性がある。また、

顧客の資産運用の趣向が変化し、預金などの安定運用や、相対的に低報酬率であるパッシブファンドなどへシフトす

ることで、これらの収入は減少する可能性がある。 

 

（７）野村グループの投資銀行業務からの収入が減少する可能性がある 

金融市場や経済情勢の変動によって、野村グループの行う引受業務や財務アドバイザリー業務などの投資銀行業務

における案件の数や規模が変化する可能性がある。これらの業務の手数料をはじめとして、投資銀行業務からの収入

は、野村グループが取り扱う案件の数や規模により直接影響を受けるため、野村グループの投資銀行業務および当該

業務における顧客等に好ましくない形で経済または市場が変動した場合には、これらの収入が減少する可能性があ

る。 

 

例えば新型コロナウイルスの世界的流行による2020年２月以降の市場低迷を受けて、2019年３月期と比べて2020年

３月期の投資銀行業務の収益は落ち込んだ。2021年３月期および2022年３月期は回復しているものの、M&A案件やその

他の投資銀行業務の減少により収益が低迷する可能性もある。 

 

（８）野村グループの電子取引業務からの収入が減少する可能性がある 

電子取引システムは、少ないリソースで効率的に迅速な取引を執行するために、野村グループにとっては必要不可

欠なシステムである。野村グループはこれらのシステムを利用しながら、取引所またはその他の電子取引市場を介し

て効率的な執行プラットフォームおよびオンライン・コンテンツやツールを顧客に提供している。電子取引における

-369-



 

 

競争は激化しており、競合他社における大幅な手数料の引き下げや無手数料取引の導入は、野村グループの電子取引

収益と旧来型の取引の両方にかかる収入を圧迫する可能性がある。取引手数料やスプレッド等を含むこれらの電子取

引業務に付随する収入は、野村グループが扱う取引の数や規模により直接影響を受けるため、金融市場や経済情勢変

動によって顧客の取引頻度の低下または取引額の低下が生じた場合には、これらの収入が減少することが予想され

る。電子取引による利便性向上によって取引量は今後も増加する可能性があるが、取引手数料の低下を補填するほど

十分でない場合は、野村グループの収入が減少する可能性がある。野村グループは今後も効率的な取引プラットフォ

ームの提供に関する技術開発投資を続けていく予定であるが、電子取引の手数料の値下げ圧力が高まった場合には、

当該投資から生み出される収入を 大限に確保できない可能性がある。 

 

６．野村グループに債務を負担する第三者がその債務を履行しない結果、損失を被る可能性がある 

野村グループの取引先は、ローンやローン・コミットメントに加え、その他偶発債務、デリバティブなどの取引や契

約により、野村グループに対して債務あるいは担保差入れ等の一定の義務を負うことがある。これら取引先が法的整理

手続きの申請、信用力の低下、流動性の欠如、人為的な事務手続き上の過誤、政治的・経済的事象による制約など、さ

まざまな理由で債務不履行に陥った場合、野村グループは大きな損失を被る可能性がある。米国顧客取引に関する損失

では、米国のプライム・ブローカレッジ取引の顧客が、トレーディング業務に関して追加証拠金を差し入れる義務と、

野村ホールディングスが保有する担保に対して貸し付けた金額を返済する債務を履行しなかった。詳細は野村ホールデ

ィングス株式会社 有価証券報告書（第118期）の「第４ 提出会社の状況 ４（１） コーポレート・ガバナンスの状況

等 リスク管理体制の整備」を参照のこと。貸倒引当金の準備と維持は行っているが、当該引当金は、入手可能な限り

の情報に基づく経営者の判断および仮定に基づいている。しかしながら、これらの判断および仮定は、不正確であるこ

とが判明する可能性がある。 

 

信用リスクは、次のような場合からも生じる。 

 

・第三者が発行する証券の保有 

・証券、先物、通貨またはデリバティブの取引の取引相手である金融機関やヘッジファンドなど野村グループの取引

相手に債務不履行が生じた場合や、決済機関、取引所、清算機関その他金融インフラストラクチャーのシステム障

害により所定の期日に決済ができない場合 

 

第三者の信用リスクに関連した問題には次のものが含まれる。 

 

（１）大手金融機関の破綻が金融市場全般に影響を与え、野村グループに影響を及ぼす可能性がある 

多くの金融機関の経営健全性は、与信、トレーディング、清算・決済など、金融機関間の取引を通じて密接に連関

している。その結果、ある特定の金融機関に関する信用懸念や債務不履行が、他の金融機関の重大な流動性問題や損

失、債務不履行を引き起こし、決済・清算機関、銀行、証券会社、取引所といった、野村グループが日々取引を行っ

ている金融仲介機関にも影響を及ぼす可能性がある。また将来発生しうる債務不履行や債務不履行懸念の高まり、そ

の他類似の事象が、金融市場や野村グループに影響を及ぼす可能性がある。国内外を問わず、主要な金融機関が流動

性の問題や支払能力の危機に直面した場合、野村グループの資金調達にも影響を及ぼす可能性がある。 

 

（２）信用リスクに関する情報の正確性や信用リスクの軽減のために受け入れている担保が十分であるという保証は

ない 

野村グループは信用に懸念のある顧客や取引相手、特定の国や地域に対するクレジットエクスポージャーを定期的

に見直している。しかし、債務不履行が発生するリスクは、粉飾決算や詐欺行為のように発見が難しい事象や状況か

ら生じる場合がある。また、野村グループが取引相手のリスクに関し、すべての情報を手に入れることができない、

あるいは情報を正確に管理・評価できない可能性がある。例えば、米国顧客取引に関する損失の原因となった債務不

履行に陥った顧客に関する信用リスク評価では、顧客の取引活動の全容が十分に反映されていなかった。さらに、野

村グループが担保提供を条件として与信をしている場合に、米国顧客取引に関する損失の場合において当該顧客に対
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して行った融資のように、当該担保の市場価格が急激に下落して担保価値が減少した場合、担保不足に陥る可能性が

ある。 

 

（３）野村グループの顧客や取引相手が政治的・経済的理由から野村グループに対する債務を履行できない可能性が

ある 

カントリー・リスクや地域特有のリスク、政治的リスクは、市場リスクのみならず、信用リスクに影響を与える可

能性がある。現地市場における混乱や通貨危機のように、ある国または地域における政治的・経済的問題はその国や

地域の顧客・取引相手の信用力や外貨調達力に影響を与え、結果として野村グループに対する債務の履行に影響を与

える可能性がある。 

 

７．野村グループは持株会社であり、野村グループの子会社からの支払に依存している 

野村グループは持株会社であり、配当金の支払や負債の支払の資金について、野村グループの子会社から受領する配

当金、分配金およびその他の支払に依存している。会社法などの法規制により、子会社への資金移動または子会社から

の資金移動が制限される可能性がある。特に、ブローカー・ディーラー業務を行う子会社を含め、多くの子会社は、親

会社である持株会社への資金の移動を停止または減少させる、あるいは一定の状況においてそのような資金の移動を禁

止するような、自己資本規制を含む法規制の適用を受けている。例えば、野村グループの主要なブローカー・ディーラ

ー子会社である野村證券、ノムラ・セキュリティーズ・インターナショナル・インク、ノムラ・インターナショナル・

ピー・エル・シーおよびノムラ・インターナショナル（ホンコン）リミテッドは、自己資本規制の適用を受けており、

自己資本規制の変更や要求水準によっては、野村グループへの資金移動が制限される可能性がある。野村グループは、

関連する法規制に基づき野村グループ間における資金移動について日々確認し管理しているが、これらの法規制は野村

グループの債務履行に必要となる資金調達の方法を制限する可能性がある。 

 

８．投資持分証券・トレーディング目的以外の負債証券について野村グループが期待する収益を実現できない可能性が

ある 

野村グループは、プライベートエクイティ投資を含む、多額の投資持分証券・トレーディング目的以外の負債証券を

保有している。米国会計原則では、市場環境によって投資持分証券・負債証券にかかる多額の未実現損益が計上される

ことがあり、このことが野村グループの損益に大きな影響を与える。例えば、2020年３月期においては、新型コロナウ

イルスの感染拡大による市場の混乱により、アメリカン・センチュリー・インベストメンツ関連損失164億円および投資

持分証券の評価損166億円を認識した。市場の環境によっては、野村グループはこれらの投資持分証券・負債証券を売却

したい場合にも、期待どおり迅速には、また望ましい水準では売却できない可能性がある。 

 

９．野村グループが提供したキャッシュ・リザーブ・ファンドや債券に損失が生じることで顧客資産が流出する可能性

がある 

マネー・マーケット・ファンド（MMF）やマネー・リザーブ・ファンド（MRF）といったキャッシュ・リザーブ・ファ

ンドは低リスク商品と位置づけられている。しかし急激な金利上昇にともなうポートフォリオに組み込まれた債券価格

の下落による損失の発生、ファンドのポートフォリオに組み込まれた債券のデフォルト、マイナス金利の適用によるフ

ァンドへの手数料チャージにより、元本割れを起こす場合がある。また、野村グループは運用による安定的な利回りが

見込めないと判断した場合、これらのキャッシュ・リザーブ・ファンドに対し繰上償還や入金制限を行う可能性があ

る。 

また、野村グループが提供した債券が債務不履行に陥り、利息や元本の支払が遅延する場合がある。 

 

上記事象の結果、野村グループは顧客の信頼を失う可能性があり、ひいては野村グループが保管する顧客からの預か

り資産の流出もしくは預かり資産増加の妨げとなる可能性がある。 
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財務に関するリスク 

 

10．連結財務諸表に計上されているのれんおよび有形・無形資産にかかる減損が認識される可能性がある 

野村グループは、事業の拡大等のため、企業の株式などを取得し、または企業グループの一部の事業を承継してお

り、野村グループが適切と判断した場合にはこれらを継続して行う見込みである。このような取得や承継は、米国会計

原則に基づき、野村グループの連結財務諸表において、企業結合として認識され、取得価額は資産と負債に配分され、

差額はのれんとしている。例えば、野村グループは2020年４月１日にグリーンテック・キャピタル・エル・エル・シー

（以下「グリーンテック」という。）の全持分を取得し12,480百万円を連結貸借対照表に計上している。また、その他に

も有形・無形資産を所有している。 

 

これらの企業結合などにより認識されたのれんおよび有形・無形資産に対して減損損失やその後の取引にともなう損

益が認識される可能性があり、野村グループの経営成績および財政状態に影響を与える可能性がある。例えば、野村グ

ループは2019年３月期において、ホールセール部門での過去の海外での買収に関連して、81,372百万円ののれんの減損

を認識している。 

 

11．資金流動性リスクの顕在化によって野村グループの資金調達能力が損なわれ、野村グループの財政状態が悪化する

可能性がある 

資金流動性、すなわち必要な資金の確保は、野村グループのビジネスにとって極めて重要である。野村グループで

は、資金流動性リスクを野村グループの信用力の低下または市場環境の悪化により必要な資金の確保が困難になる、ま

たは通常より著しく高い金利での資金調達を余儀なくされることにより損失を被るリスクと定義している。即時に利用

できるキャッシュ・ポジションを確保しておくことに加え、野村グループは、レポ取引や有価証券貸借取引、長期借入

金の利用や長期社債の発行、コマーシャル・ペーパーのような短期資金調達先の分散、流動性の高いポートフォリオの

構築などの方法によって十分な資金流動性の確保に努めている。しかし、野村グループは一定の環境の下で資金流動性

の低下に晒されるリスクを負っている。その内容は以下のとおりである。 

 

（１）野村グループが無担保あるいは有担保での資金調達ができなくなる場合がある 

野村グループは、借り換えも含めた日常の資金調達において、短期金融市場や債券発行市場での債券発行、銀行か

らの借入といった無担保資金調達を継続的に行っている。また、トレーディング業務のための資金調達活動として、

レポ取引や有価証券貸借取引といった有担保資金調達を行っている。これらの資金調達ができない場合、あるいは通

常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされる場合、野村グループの資金流動性は大きく損なわれる可能性

がある。例えば、野村グループの短期または中長期の財政状態に対する評価を理由に、資金の出し手が資金提供を拒

絶する可能性があるのは、次のような場合である。 

 

・多額のトレーディング損失 

・市場の低迷にともなう野村グループの営業活動水準の低下 

・規制当局による行政処分 

・信用格付の低下 

 

上記に加え、市場金利の上昇、資金の出し手側の貸付余力の低下、金融市場やクレジット市場における混乱、投資

銀行業や証券ブローカレッジ業、その他広く金融サービス業全般に対する否定的な見通し、日本の国家財政の健全性

に対する市場の否定的な見方など、野村グループに固有でない要因によって、野村グループの資金調達が困難になる

こともある。 

 

（２）野村グループが資産を売却できなくなる可能性がある 

野村グループが資金を調達できない、もしくは資金流動性残高が大幅に減少するなどの場合、野村グループは期限
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が到来する債務を履行するために資産を売却するなどの手段を講じなければならない。市場環境が不安定で不透明な

場合には、市場全体の流動性が低下している可能性がある。このような場合、野村グループは資産を売却することが

できなくなる可能性や資産を低い価格で売却しなければならなくなる可能性があり、結果的に野村グループの経営成

績や財政状態に影響を与える場合がある。また、他の市場参加者が同種の資産を同時期に市場で売却しようとしてい

る場合には、野村グループの資産売却に影響を及ぼすことがある。 

 

（３）信用格付の低下により、野村グループの資金調達能力が損なわれる可能性がある 

野村グループの資金調達は、信用格付に大きく左右される。格付機関は野村グループの格付けの引下げや取消しを

行い、または格下げの可能性ありとして「クレジット・ウォッチ」に掲載することがある。例えば、2021年３月の米

国顧客取引に関する損失の後、フィッチ・レーティングス社は野村ホールディングスの信用格付をネガティブ・ウォ

ッチに設定し、ムーディーズ・インベスターズ・サービス社は野村ホールディングスの信用格付の見通しをネガティ

ブに変更したが、いずれも将来的に野村ホールディングスの信用格付を格下げする可能性がある。詳細は野村ホール

ディングス株式会社 有価証券報告書（第118期）の「第４ 提出会社の状況 ４（１） コーポレート・ガバナンスの

状況等 リスク管理体制の整備」を参照のこと。将来格下げがあった場合、野村グループの資金調達コストが上昇す

る可能性や、資金調達自体が制約される可能性がある。その結果、野村グループの経営成績や財政状態に影響を与え

る可能性がある。 

さらに、日本の国家財政の健全性に対する市場の否定的な見方といった、野村グループに固有でない要因によって

も、野村グループの資金調達が困難になることもある。 

 

12．連結財務諸表に計上されている関連会社およびその他の持分法投資先の株価が一定期間以上大幅に下落した場合に

は減損が認識される可能性がある 

野村グループは上場している関連会社およびその他の持分法投資先の株式に投資しており、この投資は持分法で連結

財務諸表に計上されている。野村グループが保有する関連会社の株式の市場価格が一定期間を超えて下落した場合にお

いて、価格の下落が一時的ではないと野村グループが判断したときには、野村グループは対応する会計年度に減損を認

識しなければならない。このことは、野村グループの経営成績および財政状態に重要な影響を与える可能性がある。例

えば、野村グループは2021年３月期に野村不動産ホールディングスに対する投資にかかる減損損失47,661百万円を計上

した。 

 

非財務リスク 

 

13．役職員または第三者による不正行為や詐欺により、野村グループのビジネスに悪影響が及ぶ可能性がある 

野村グループの役職員が、上限額を超えた取引、限度を超えたリスクの負担、権限外の取引や損失の生じた取引の隠

蔽等の不正行為を行うことにより、野村グループのビジネスに悪影響が及ぶ可能性がある。また、不正行為には、イン

サイダー取引、情報伝達行為や取引推奨行為等の役職員または第三者による野村グループやその顧客の非公開情報の不

適切な使用・漏洩その他の犯罪も含まれ、その結果、野村グループが行政処分を受け、もしくは法的責任を負う可能

性、または野村グループのレピュテーションや財政状態に重大な悪影響が及ぶ可能性がある。 

 

例えば、2019年３月５日、東京証券取引所（以下「東証」という。）が設置した「市場構造の在り方等に関する懇談

会」の委員を務める、株式会社野村総合研究所の研究員から、野村證券のリサーチ部門に所属するチーフストラテジス

ト（以下「ストラテジスト」という。）に対し、東証で議論されている市場区分の見直しについて、上位市場の指定基準

および退出基準が時価総額250億円以上とされる可能性が高くなっている旨の情報が伝達され、さらに、当該情報は、同

日および翌日に、ストラテジストから、野村證券およびノムラ・インターナショナル（ホンコン）リミテッドの日本株

営業担当の社員等に伝達された。また、当該情報を受領した一部の社員は、顧客である一部の機関投資家に対して当該

情報を提供した。当該情報提供は、法令違反ではなかったが、野村グループおよび野村證券やその役職員に対する市場

参加者からの信頼を損なう行為で不適切な情報伝達であったといえる。外部有識者による特別調査を経て、2019年５月

24日、野村グループは、上記の不適切な情報伝達が発生したことを踏まえ、再発防止策ならびに野村グループおよび野
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村證券の関係役員の役員報酬の一部返上を公表した。さらに、2019年５月28日、野村グループおよび野村證券は、上記

の不適切な情報伝達事案が発生したことにより、金融庁から、責任の所在の明確化、詳細な改善計画策定およびその提

出、再発防止策の実施状況の定期的報告ならびにその実効性を定期的に検証して検証結果の報告を求めること等を内容

とする業務改善命令を受け、2019年８月28日には、株式会社東京証券取引所より過怠金1,000万円の処分を受けた。 

 

また、野村グループは、第三者が行う詐欺的行為に直接または間接に巻き込まれる可能性がある。野村グループは、

投資、融資、保証、その他あらゆる種類のコミットメントを含め、幅広いビジネス分野で多くの第三者と日々取引を行

っているため、こうした第三者による詐欺や不正行為を防止し、発見することが困難な場合があり、こうした行為に巻

き込まれることにより、野村グループの将来のレピュテーションや財政状態に影響がおよび、野村グループが被る損失

が多額になり、また野村グループに対する信頼が損なわれる等の悪影響を受けるおそれがある。 

 

野村グループは、「野村グループ行動規範2022」を2022年３月18日に策定するとともに、コンプライアンス研修等の

実施、内部通報制度での対応の充実等を通じて、その浸透と遵守を徹底することをはじめとする役職員や第三者による

不正行為や詐欺的行為を防止または発見するための対策を講じているが、これらの実装済の対策または今後追加する対

策により役職員や第三者による不正行為や詐欺的行為を常に防止または発見できるとは限らず、また、不正行為や詐欺

的行為の防止・発見のために取っている予防措置がすべての場合に効果を発揮するとは限らない。そのような不正行為

や詐欺的行為の結果として野村グループに対する行政上の処分または司法上の決定・判決等が行われれば、野村グルー

プはビジネスの機会を喪失する可能性があり、また、顧客、特に公的機関が野村グループとの取引を行わない決定をし

た場合は、たとえ処分等が解除された後であっても、ビジネスの機会を喪失し、将来の収益や経営成績に悪影響を及ぼ

す可能性がある。 

 

14．利益相反を特定し適切に対処することができないことにより、野村グループのビジネスに悪影響が及ぶ可能性があ

る 

野村グループは、多様な商品およびサービスを個人、企業、他の金融機関および政府機関を含む幅広い顧客に対して

提供するグローバルな金融機関である。それにともない、野村グループの日々の業務において利益相反が発生するおそ

れがある。利益相反は、特定の顧客へのサービスの提供が野村グループの利益と競合・対立する、または競合・対立す

るとみなされることにより発生する。また、適切な非公開情報の遮断措置または共有がされていない場合、特定の顧客

との取引とグループ各社の取引または他の顧客との取引が競合・対立する、または競合・対立するとみなされることに

より利益相反が発生するおそれがある。野村グループは利益相反を特定し対処するための野村グループ利益相反管理方

針に基づく利益相反管理体制を整備しているが、利益相反を特定、開示し、適切に対処することができなかった場合、

またはできていないとみなされた場合には、野村グループのレピュテーションが悪化し、現在または将来の顧客を失

い、収益や経営成績に悪影響を及ぼす可能性がある。また、利益相反の発生により行政処分、または訴訟の提起を受け

る可能性がある。 

 

15．野村グループのビジネスは、重大なリーガル・リスク、レギュラトリー・リスクおよびレピュテーショナル・リス

クに影響される可能性がある 

野村グループが重大な法的責任を負うことまたは野村グループに対する行政処分がなされることにより、重大な財務

上の影響を受け、または野村グループのレピュテーションが低下し、その結果、ビジネスの見通し、財務状況や経営成

績に悪影響を与える可能性がある。また、野村グループや野村グループが業務を行う市場に適用される規制に重大な変

更がなされた場合、これが野村グループのビジネスに悪影響を与える可能性がある。野村グループに対する主な訴訟そ

の他の法的手続きについては、野村ホールディングス株式会社 有価証券報告書（第118期）の[「第５ 経理の状況 １ 

連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 連結財務諸表注記 20 コミットメント、偶発事象および債務保証」]を参照のこ

と。 

 

野村グループは、ビジネスにおいてさまざまなリーガル・リスクに晒されている。これらのリスクには、金融商品取

引法およびその他の法令における有価証券の引受けおよび勧誘に関する責任、有価証券その他金融商品の売買から生じ
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る責任、複雑な取引条件に関する紛争、野村グループとの取引にかかる契約の有効性をめぐる紛争、業務提携先との間

の紛争ならびにその他の業務に関する法的賠償請求等が含まれる。野村グループは、重大な法的責任が発生した場合、

専門家や第三者機関等にも助言を求め、適切な方針を策定の上、これらへの対応を行っているが、紛争等の動向によっ

ては、野村グループのレピュテーションや財政状態に影響がおよび、経営成績に悪影響を及ぼす可能性がある。 

 

（１）市場低迷等を原因とした法的責任の可能性が発生し、野村グループのビジネス、財政状態および経営成績に影

響を及ぼす可能性がある 

市場の低迷の長期化または市場に重大な影響を与えるイベントの発生により、野村グループに対する賠償請求等が

増加することが予想され、また、重大な訴訟を提起される可能性がある。これらの訴訟費用は高額にのぼる可能性も

あり、訴訟を提起されることにより野村グループのレピュテーションが悪化する可能性もある。例えば、2022年３月

期においては、米国における世界金融危機（2007～2008年）以前の取引に関連して、約620億円の法的費用（将来的な

損失発生の軽減を目的とした一定の取引を含む。）が認識された。さらに、適法な取引であったとしても、その取引手

法によっては社会的非難の対象となってしまう場合もある。これらのリスクの査定や数量化は困難であり、リスクの

存在およびその規模が認識されない状況が相当期間続く可能性もある。 

 

（２）規制による業務制限や、業務処分等による損失が発生し、野村グループのビジネス、財政状態および経営成績

に影響を及ぼす可能性がある 

金融業界は広範な規制を受けている。野村グループは、国内において政府機関や自主規制機関の規制を受けるとと

もに、海外においては業務を行っているそれぞれの国の規制を受けている。また、野村グループのビジネスの拡大と

ともに、適用される政府機関や自主規制機関の規制も増加する可能性や、法改正によって、これらの規制が強化され

る可能性がある。さらに、金融規制の体系の複雑化が進み、ある一国の規制が、当該国以外の活動に域外適用される

可能性も増加している。これらの規制は、広く金融システムの安定や金融市場・金融機関の健全性の確保、野村グル

ープの顧客および野村グループと取引を行う第三者の保護等を目的としており、自己資本規制、顧客保護規制、市場

行動規範などを通じて野村グループの活動を制限し、野村グループの収益に影響を与えることがある。この他、従来

の金融関連法制に加え、広く国際的な政治経済環境や政府当局の規制・法執行方針等によっても、野村グループのビ

ジネスに適用・影響する法令諸規制の範囲が拡大する可能性がある。とりわけ、金融業界に対する各国の政府機関や

自主規制機関による調査手続きや執行については、近年件数が増加し、また、それらによる影響はより重大なものに

なっており、野村グループもそのような調査手続きや執行の対象となるリスクに晒されている。例えば、米国司法省

は、2009年以前に野村グループの米国子会社の一部が取り扱った住宅ローン担保証券について調査を実施した。2018

年10月15日、これらの野村ホールディングスの米国子会社は、調査に関して米国司法省と和解し、480百万ドルを支払

うことに同意した。この点、野村グループは、法令諸規制を遵守するため、随時モニタリングや社内管理体制の構築

といった対策を講じてはいるが、法令諸規制に抵触することを完全には防ぐことができない可能性があり、仮に法令

違反等が発生した場合には、罰金、一部の業務の停止、社内管理体制の改善等にかかる命令、もしくは営業認可の取

消しなどの処分を受ける可能性がある。野村グループが行政上の処分または司法上の決定・判決等を受けた場合、野

村グループのレピュテーションが悪化し、ビジネス機会の喪失や人材確保が困難になるといった悪影響を受ける可能

性がある。また、それらの処分により、顧客（とりわけ公的機関）が野村グループとの金融取引を行わない決定をし

た場合は、たとえ命令等の処分が解除された後であっても、一定期間、野村グループがビジネスの機会を喪失する可

能性がある。さらに、野村グループが国際的な制裁の対象地域で事業活動を行う場合には、当該事業活動が制裁規制

に違反していなくても、一部の市場関係者が野村グループへの投資や野村グループとの取引を控える可能性がある。 

 

（３）金融システム・金融セクターに対する規制強化の進行が、野村グループのビジネス、財政状態および経営成績

に影響を及ぼす可能性がある 

野村グループのビジネスに適用される規制が導入・改正・撤廃される場合、野村グループは、直接またはその結果

生じる市場環境の変化を通じて悪影響を受けることがある。規制の導入・改正・撤廃により、野村グループの全部ま
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たは一部の事業を継続することの経済合理性がなくなる可能性、もしくは規制の対応に膨大な費用が生じる可能性が

ある。 

 

加えて、野村グループに適用される会計基準や自己資本比率・流動性比率・レバレッジ比率等に関する規制の変更

が、野村グループのビジネス、財政状態および経営成績に影響を及ぼす可能性がある。そうした新たな規制の導入ま

たは既存の規制の改正には、バーゼル銀行監督委員会（以下「バーゼル委員会」という。）によるいわゆるバーゼルⅢ

と呼ばれる規制パッケージが含まれ、2017年12月には、バーゼルⅢの 終規則文書が公表された。また、2012年10

月、バーゼル委員会は、国内のシステム上重要な銀行（以下「D-SIBs」という。）に関する評価手法およびより高い損

失吸収力の要件に関する一連の原則を策定し、公表した。2015年12月、金融庁は野村グループをD-SIBsに指定し、

2016年３月以降の追加的な資本賦課水準を３年間の経過措置はあるが0.5％とした。さらに、金融安定理事会（以下

「FSB」という。）は、2015年11月にグローバルにシステム上重要な銀行（以下「G-SIBs」という。）に対して破綻時の

総損失吸収力（以下「TLAC」という。）を一定水準以上保有することを求める 終文書を公表した。これを受けて、金

融庁は、2018年４月に、本邦G-SIBsに加え、本邦D-SIBsのうち、国際的な破綻処理対応の必要性が高く、かつ破綻の

際に我が国の金融システムに与える影響が特に大きいと認められる金融機関についても本邦TLAC規制の適用対象とす

る方針とし、2019年３月に当該方針に基づきTLAC規制にかかる告示等を公表した。野村グループは、現時点ではG-

SIBsに選定されてはいないが、これにより、2021年３月末より本邦TLAC規制の適用対象に加えられることになった。

これらの規制により、野村グループの資金調達コストが上昇する、あるいは野村グループのビジネス、資金調達活動

や野村グループの株主の利益に影響を及ぼすような資産売却、資本増強もしくは野村グループのビジネスの制限を行

わなければならない可能性がある。 

 

（４）経営状況、法的規制の変更などにより、繰延税金資産の計上額の見直しが行われ、野村グループの経営成績お

よび財政状態に影響を及ぼす可能性がある 

野村グループは、一定の条件の下で、将来における税金負担額の軽減効果を有すると見込まれる額を繰延税金資産

として連結貸借対照表に計上している。今後、経営状況の悪化、法人税率の引下げ等の税制改正、会計原則の変更な

どその回収可能性に変動が生じる場合には、野村グループの連結貸借対照表に計上する繰延税金資産を減額する可能

性がある。その結果、野村グループの経営成績および財政状態に影響が生じる可能性がある。繰延税金資産の内訳に

ついては野村ホールディングス株式会社 有価証券報告書（第118期）の[「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 

(1) 連結財務諸表 連結財務諸表注記 15 法人所得税等」]を参照のこと。 

 

（５）マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与に適切に対処できなかった場合には、行政処分や罰金等の対象と

なる可能性がある 

近年、金融犯罪の手口は複雑化・高度化・多様化してきている。国際的にも戦争、テロ犯罪やサイバー攻撃の脅威

が増す中、犯罪者やテロリスト等につながる資金を断つことの重要性は極めて高く、世界的に金融業界は対応の強化

が求められている。野村グループではこのような状況に適切に対応するため、金融活動作業部会（FATF）の勧告や金

融庁「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」等をはじめ各国の規制等に基づき、グ

ループ全体で一貫したマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の態勢整備および強化に継続的に取り組んで

いる。しかしながら、かかる対策が有効に機能せず、適用される規制に反する取引を未然に防ぐことができなかった

場合またはそのような取引に適切に対処できなかった場合には、行政処分や罰金等の対象となる可能性がある。関連

する処分等やその影響については「非財務リスク 15．野村グループのビジネスは、重大なリーガル・リスク、レギ

ュラトリー・リスクおよびレピュテーショナル・リスクに影響される可能性がある （２）規制による業務制限や、

業務処分等による損失が発生し、野村グループのビジネス、財政状態および経営成績に影響を及ぼす可能性がある」

を参照のこと。 
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16．野村グループの保有する個人情報の漏洩により、野村グループのビジネスに悪影響が及ぶ可能性がある 

野村グループは業務に関連して顧客から取得する個人情報を保管、管理している。近年、企業が保有する個人情報お

よび記録への不正アクセスや漏洩にかかる事件や不正利用の事件が多数発生していると報じられている。 

 

野村グループは個人情報の保護に関する法令諸規則に基づき、個人情報の保護に留意し、適用されるポリシーや手続

きを定め、セキュリティ対策を講じているが、仮に個人情報の重大な不正漏洩または不正利用が生じた場合には、野村

グループのビジネスにさまざまな点で悪影響が及ぶ可能性がある。例えば、野村グループは、これらの法令諸規則を万

が一違反した場合、規制当局から行政処分や罰則を受ける可能性があるほか、個人情報の漏洩（業務委託先による漏洩

を含む）または不正利用により顧客に損失が生じた場合には、顧客から苦情や損害賠償請求を受ける可能性がある。ま

た、自主的に、もしくは行政上の命令その他の規制上の措置の対応として行うセキュリティ・システムの変更により、

追加的な費用が発生する可能性がある。また、顧客から預かった個人情報の利用が制限されることにより、既存事業や

新規事業に悪影響を及ぼす可能性がある。更に、不正漏洩または不正利用の結果、野村グループに対するレピュテーシ

ョンが悪化することによって、新規顧客が減少したり既存顧客を喪失したりするとともに、野村グループのブランド・

イメージやレピュテーションの悪化の防止・抑制のために行う広報活動のために追加的な費用が発生する可能性があ

る。 

 

17．野村グループの情報システムが適切に稼働しないこと、外部からのサイバー攻撃による情報漏洩または十分なサイ

バーセキュリティを維持するために必要な費用負担により、野村グループのビジネスに悪影響が及ぶ可能性がある 

野村グループのビジネスは、個人および機密情報を野村グループのシステムにおいて安全に処理、保存、送受信でき

る環境に依拠している。野村グループは、過去において、野村グループのシステム上にある情報にアクセスしこれを入

手することを企図した、または野村グループのサービスにシステム障害その他の損害をもたらすことを企図した不正ア

クセス、コンピューターウイルスもしくは破壊工作ソフトその他のサイバー攻撃の標的になってきたが、今後も再び標

的になる可能性がある。例えば、2018年６月に、海外子会社において、当該子会社のデスクトップ・ネットワークにマ

ルウェア（不正・有害な動作を行う目的で作成されたソフトウエア）による不正なアクセスがあったことが判明した。

それを受けて、野村グループは、直ちに内部調査を開始し、是正措置を講じるとともに、当該事案の発生を関係当局に

対して報告し、また、顧客その他の個人に対してその情報が影響を受ける可能性があることを伝えている。また、新型

コロナウイルス感染症の影響により、従業員の多くがネットワーク技術を利用してリモートワークを行っている。これ

により、サイバー攻撃その他の情報セキュリティ侵害の対象となる可能性が高まる恐れがある。これらの脅威は、人為

的なミスまたは技術的不具合から発生する場合もあるが、従業員などの内部関係者または海外の非国家主体および過激

派組織などの第三者の悪意もしくは不正行為により発生する場合もある。また、野村グループのシステムが相互接続し

ている外部事業者、証券取引所、決済機関またはその他の金融機関のいずれかがサイバー攻撃その他の情報セキュリテ

ィ侵害の対象となった場合、野村グループにもその悪影響が及ぶ可能性がある。当該事象により、野村グループのシス

テム障害、信用の失墜、顧客の不満、法的責任、法の行政処分または追加費用が生じる可能性があり、上記事象のいず

れかまたはその全部の発生により、野村グループの財政状態および事業運営が悪影響を受ける可能性がある。 

 

野村グループは、システムのモニタリングおよびアップデートを行うため多大な経営資源を継続的に投入し、かつシ

ステム保護のため情報セキュリティ対策を講じているが、実施しているそれらの管理手段や手続きが、将来のセキュリ

ティ侵害から野村グループを十分に保護できる保証はない。サイバー上の脅威は日々進化しているため、将来的には、

現在の管理手段や手続きが不十分となる可能性があり、また、システム修正または強化のため、更なる経営資源を投入

しなければならなくなる可能性がある。 

 

18．人材の確保・育成ができないことにより、野村グループのビジネスに悪影響が及ぶ可能性がある 

野村グループは、人材こそが野村グループの 大の財産であるとの理念のもと、人材の採用・育成・評価・登用およ

び配置について１つのサイクルとしてとらえ、総合的な観点から各種のタレントマネジメント施策に取り組んでいる。

適切な人材の確保や育成が想定どおりに進まない場合、野村グループのビジネスや業務運営に悪影響を及ぼす可能性が
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ある。報酬、労働環境、利用できる研修や福利厚生、雇用者としての評判などの要因により、人材確保において厳しい

競争が起きている。また、当該人材確保のための支出は、野村グループの収益性を損なう可能性がある。加えて、人材

育成や企業文化の定着には継続的かつ徹底的な取り組みが必要であり、成功しない可能性もある。 

 

３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 

(1) 業績等の概要 

 

野村グループを取り巻く経営環境 

 

 当期の世界経済は、新型コロナウイルス感染再燃にともなう減速を繰り返しつつも、ワクチン接種において先行した

米欧諸国を中心に経済活動の再開が進んだ。経済の回復過程における繰越需要の拡大は、主に新興国・地域における感

染の影響残存にともなう生産や物流の停滞と相まって供給制約を深刻化させ、物価上昇の加速を招いた。物価上昇加速

が当初の想定に反し長期化するにつれ、主要先進国・地域中央銀行の金融引き締めの開始前倒しや政策金利の引き上げ

幅拡大に対する思惑を強めることにつながり、市場金利の上昇懸念が高まった。世界の株式市場は、上昇基調をたどる

一方で、インフレ長期化や金利上昇に対する懸念の強まりを背景に、幾度となく調整を繰り返した。中国では「共同富

裕」政策のもとでの規制・統制強化や脱炭素化加速を念頭とした生産抑制策などを背景に、経済成長の減速が生じた。 

 

エグゼクティブ・サマリー 

 

 上述のとおり、野村グループを取り巻く環境は大きく変動している。さらに、金融規制に関しては、自己資本比率・

流動性比率・レバレッジ比率等、バーゼルⅢと呼ばれる規制の適用に加え、当社親会社である野村ホールディングスは

「国内のシステム上重要な銀行」の１つに指定されており、国内外の金融機関に対する監督強化にともなう広範囲な規

制改革等に引き続き適切に対応することが必要である。また、新型コロナウイルス感染症の蔓延後の世界の不透明さ

や、ロシアのウクライナ侵攻による社会的な混乱など、世界経済が混迷を極める状況が継続する中、グローバルな事業

環境の変化に対応し、適切な施策を検討・実施している。 

 

こうした環境下において、2022年３月期の受取利息および類似収益は16,679百万円（前期18,402百万円）、支払利息

および類似費用は13,222百万円（前期16,394百万円）、支払手数料等は717百万円（前期866百万円）、純トレーディング

収益は110,455百万円（前期収益171,967百万円）、純損益を通じて公正価値で測定される金融商品に指定された金融負

債に関する純損失は109,496百万円（前期純損失171,229百万円）となっており、税引前利益は1,748百万円（前期1,067

百万円）である。なお、法人所得税費用は435百万円（前期61百万円）であり、2022年３月期純利益合計は利益1,313百

万円（前期1,006百万円）となった。 終的に、2022年３月期包括利益合計は2,752百万円（前期損失1,672百万円）と

なった。 

当社の主な事業内容は、社債発行、野村グループからの借入等により資金調達を行い、野村グループへ資金供給を図

ることである。社債は株式、金利、為替、信用、コモディティ等さまざまな異なるインデックスを内包しており、この

ような金融商品から生じる市場リスクをヘッジするため、野村グループを相手にデリバティブ取引を行っている。 

当社の収益は、主に貸付からの利息収入および社債発行や借入に掛かる調達費用の影響を受けるが、これらに加え

て、社債およびデリバティブの損益認識上の不整合や時価評価における変動の影響も受ける。デリバティブの満期は、

ヘッジされている社債の満期と一致しており、当該社債のエクスポージャーを経済的にヘッジするために取引されてい

る。よって、損益は当該取引を満期にわたって勘案すれば 終的に相殺されると考えられるが、ある時点において損益

が生じる場合がある。 

当事業年度においては、貸付からの利息収入と社債の発行や借入に掛かる調達費用の収支が改善したものの、その他

の営業利益が減少した結果、前事業年度と比較して当社の収益は若干の増益となった。 
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(2) 生産、受注および販売の状況 

該当事項なし。 

 

(3) 財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況の分析 

本「(3) 財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況の分析」については、上記「１ 経営方針、経営環境

及び対処すべき課題等」および「２ 事業等のリスク」をあわせて参照のこと。 

 

(a) 重要な会計方針および見積もり 

財務書類の作成に際し、経営者は、特定の金融商品と投資の評価、訴訟の結果、貸付金に対する信用損失引当

金、繰延税金資産の回収可能性および資産負債の報告数値ならびに財務書類の開示内容に影響を与えるその他の事

項について見積もりを行っている。これらの見積もりは、その性質上、判断および入手しうる情報に基づいて行わ

れることになる。したがって、実際の結果がこれらの見積もり額と異なることがあり、結果として財務書類に重要

な影響を与える場合や、近い将来調整が生じる可能性がある。 

また、当事業年度の財務諸表の作成において、新型コロナウイルス感染症の拡大は、いくつかの重要な会計上の

見積もりに影響を及ぼし、その影響は将来にわたり継続することが想定される。新型コロナウイルス感染症拡大の

継続期間や、当社および当社の取引相手である野村グループが事業活動を行う主要な地域において影響を受けた経

済および金融市場がその回復のために要する期間についての仮定は、これらの見積もりに影響を与える。新型コロ

ナウイルス感染症に影響を受ける主要な仮定と見積もりは下記を含む： 

 ・信用損失引当金の判断に係る契約義務の履行能力 

 ・公正価値測定の判断に係る、世界の金融市場におけるボラティリティおよび急変の程度 

 ・公正価値測定に係る、世界の株式市場において予想される株価の下落期間 

上記「２ 事業等のリスク ＜当社固有のリスク＞」で述べたとおり、当社は貸付金およびミディアム・ター

ム・ノートのエクスポージャーを経済的にヘッジするためにデリバティブ取引を行っており、市場リスクは 小限

に抑えられていること、ならびに当社の金融商品の取引相手は野村グループのみであるため、信用リスクは 小限

に抑えられていると考えられることなどから、新型コロナウイルス感染症がこれらの見積もりへ与える影響は軽微

であると考えている。 

重要な会計方針については、「第６ 経理の状況－１ 財務書類－財務書類に関する注記 ２．会計方針」を参照

のこと。 

 

(b) 経営成績の分析 

上記「(1) 業績等の概要」を参照のこと。 

 

(c) 財政状態の分析 

当社の主な事業目的は野村グループのための資金調達活動であり、社債の発行等により資金調達を行い、野村グ

ループへ貸付等を行っている。 

2022年３月期末の負債合計は2,468,645百万円と前期末比254,420百万円減少した。また、その他の流動資産が

122,159百万円と前期末比4,271百万円増加したこと等により、2022年３月期末の資産合計は、前期末比251,668百万

円減少し、2,507,250百万円である。 

株主資本合計は、38,605百万円と前期末比2,752百万円増加した。 

 

(d) キャッシュ・フローの分析 

現金および現金同等物の2022年３月期末残高は、241百万円（前期557百万円）である。営業活動から生じたキャ

ッシュ・フロー純額は、関係会社からの借入金が増加したことおよびその他の営業資産が減少したこと等により、

222,623百万円収入（前期278,897百万円収入）となった。財務活動に使用したキャッシュ・フロー純額は、前期に

比べて純損益を通じて公正価値で測定される金融商品に指定された金融負債が減少したことにより、222,952百万円

支出（前期278,974百万円支出）となった。  
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４【経営上の重要な契約等】 

 

プログラム名 設定日 限度額 ディーラー クレジット・サポート 

 

ユーロ・ノート・プ

ログラム 

 

 

1994年10月19日 

 

400億米ドル 

 

ノムラ・インターナショナル・

ピー・エル・シー 

 

野村ホールディングス株式

会社単独による保証または

野村證券株式会社および野

村ホールディングス株式会

社による連帯保証(注２) 

 

 

ユーロ・ノート・プ

ログラム(注１) 

 

2009年７月31日 

 

180億米ドル 

 

ノムラ・インターナショナル・

ピー・エル・シー 

 

ノムラ・ファイナンシャル・プ

ロダクツ・ヨーロッパ・ゲー・

エム・ベー・ハー 

 

 

野村ホールディングス株式

会社単独による保証または

野村證券株式会社および野

村ホールディングス株式会

社による連帯保証(注２) 

 

(注１) 当該プログラムは2022年５月30日付で限度額が230億米ドルから180億米ドルに変更されている。 

(注２) 2009年７月31日に設定されたユーロ・ノート・プログラムおよび1994年10月19日に設定されたユーロ・ノー

ト・プログラムの保証枠は、合計で180億米ドルである。 

 

５【研究開発活動】 

該当事項なし。 

 

第４【設備の状況】 

１【設備投資等の概要】 

該当事項なし。 

 

２【主要な設備の状況】 

該当事項なし。 

 

３【設備の新設、除却等の計画】 

該当事項なし。 

 

第５【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

（１）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

（2022年３月31日現在）

授権株数（株） 発行済株式総数（株） 未発行株式数（株） 

315,000 113,000 202,000 
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②【発行済株式】 

（2022年３月31日現在）

記名・無記名の別及び 

額面・無額面の別 
種類 発行数（株） 

上場金融商品取引所

名又は登録認可金融

商品取引業協会名 

内容 

記名式額面株式 

（額面454ユーロ） 
普通株式 113,000 - 

議決権の制限 

のない株式 

計 - 113,000 - - 

 

（２）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】 

 該当事項なし。 

 

（３）【発行済株式総数及び資本金の推移】 

 上記の当社の発行済株式の総数ならびに発行済および払込済株式資本は、 近５年間変動していないが、IFRSに

基づいて作成された財務書類は円貨表示であり、各期末為替レートの変動により、発行済および払込済株式資本の

円貨表示金額が変動する。 

 

（４）【所有者別状況】 

 本書の日付現在、野村ホールディングスが当社の発行済株式の100％を保有している。下記「（５）大株主の状

況」を参照のこと。 

 

（５）【大株主の状況】 

（2022年３月31日現在）

氏名又は名称 住  所 
所有株式数 

（株） 

発行済株式総数に対する 

所有株式数の割合（％） 

野村ホールディングス 

株式会社 

東京都中央区日本橋一丁目13番 

１号 
113,000 100％ 

計 - 113,000 100％ 

 

２【配当政策】 

利益の配当は株主総会が決定する。2022年７月12日の株主総会において、2022年３月31日に終了した事業年度の当期

純利益合計1,313百万円を利益剰余金に加算する決定をしている。株主への配当金の支払およびその時期についての方

針は決定していない。 

 

３【コーポレート・ガバナンスの状況等】 

（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】 

 当社の機関は、株主総会および取締役会から成っている。当社の親会社である野村ホールディングスが当社の発

行済株式を100％所有している。取締役会は、株主総会により選任された久保田健太郎、淺野健一郎の２名から構成

されている。なお、当社株主に関する詳細は「第２ 企業の概況－４ 関係会社の状況－(1) 親会社」を参照のこ

と。 

 取締役に関する詳細は下記「（２）役員の状況」を参照のこと。 

 野村ホールディングスは、当社取締役を被保険者とする取締役の賠償責任保険を付保している。当該保険契約で

は、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為（不作為を含む。）に起因して損害賠償請求がなされたこと

により、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が塡補されることとなり、被保険者の全ての保険料を野村ホール

ディングスが全額負担している。  
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（２）【役員の状況】 

 男性２名 女性０名（役員のうち女性の比率０％） 

  （本書の日付現在）

役職名 氏名および生年月日 略    歴 所有株式数 

取締役 久保田健太郎 

1972年８月13日生 

1996年４月 

2009年７月 

野村證券株式会社入社 

プライベート・バンキング業務部、アジア戦略室 

０株 

 

  2013年７月 

 

2018年４月 

 

2020年４月 

ノムラ・シンガポール・リミテッド出向（アジアス

トラテジー） 

ノムラ・フィナンシャル・プロダクツ・ヨーロッ

パ・ゲーエムベーハー マドリード支店長 

当社社長兼業務執行取締役に就任 

 

取締役 淺野健一郎 

1974年10月７日生 

1997年４月 野村證券株式会社入社 ０株 

2013年３月 トレジャリー＆キャピタルマネジメント部 エグゼク

ティブダイレクター 

2019年10月 グローバル・トレジャラー就任（現職） 

2019年10月 当社会長兼業務執行取締役に就任 

 

 取締役に任期の定めはない。また、当社には監査役は存在しない。 

 

（３）【監査の状況】 

 当社においては内部監査は行っておらず、また監査役が存在しないため監査役監査も行っていない。当社は、ア

ーンスト・アンド・ヤング・アカウンタンツ・エルエルピーとの間で監査契約を締結し、会計監査を受けている。

業務を執行した公認会計士はレネ クークック（Rene Koekkoek）氏（および補助者４名）であり、同氏は提出会社

の財務書類について2021年３月期の監査より監査業務を行っている。 

 当社がアーンスト・アンド・ヤング・アカウンタンツ・エルエルピーと契約締結した監査報酬およびその他の業

務報酬は以下のとおりである。 

 （単位：百万円） 

 2021年３月31日終了事業年度 2022年３月31日終了事業年度 

監査報酬 20 20 

その他の業務報酬 34 30 

合計 54 50 

 

（４）【役員の報酬等】 

 2022年３月31日に終了した事業年度において、当社の役員報酬はなかった。役員に対するその他の特別な利益の

提供は行っていない。 

 

（５）【株式の保有状況】 

 該当事項なし。 
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第６【経理の状況】 
 

(1) 本書記載の当社の邦文の財務書類は、欧州連合が採用した国際財務報告基準（IFRS）およびオランダ民法典第２編９

章に準拠して作成された本書記載の原文の財務書類を翻訳したものである。本書記載の財務書類については、「財務諸

表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）第131条第１項の規定が適用されている。な

お、当社の採用している会計原則および会計慣行と日本において一般に公正妥当と認められる会計原則および会計慣行

の主要な相違については、下記「３ その他－(3) 本国と日本における会計原則および会計慣行の主要な相違」に記載

されている。 

(2) 2021年３月31日に終了した事業年度の原文の財務書類は、独立監査人であり、外国監査法人等（公認会計士法（昭和

23年法律第103号）第１条の３第７項に規定される外国監査法人等をいう。）であるアーンスト・アンド・ヤング・アカ

ウンタンツ・エルエルピーの監査を受けている。金融商品取引法第193条の２第１項第１号に規定される監査証明に相

当すると認められる証明に係る監査報告書の原文および訳文は添付のとおりである。 

(3) 下記「２ 主な資産・負債及び収支の内容」および「３ その他」に記載の事項は原文の財務書類には記載されてお

らず、当該事項における財務書類への参照事項を除き、上記(2)の会計監査の対象になっていない。 
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１【財務書類】 

 

2022年３月31日に終了した事業年度の財務書類 

 

損益計算書 

 

  

2022年３月31日 

に終了した事業年度  

2021年３月31日 

に終了した事業年度 

 注記 単位：百万円  単位：百万円 

    

受取利息および類似収益 3,27 16,679  18,402 

支払利息および類似費用 3,27 (13,222)  (16,394) 

純受取利息  3,457  2,008 

     

支払手数料等 4,27 (717)  (866) 

信用減損利得／（損失） 5,27 (145)  78 

純トレーディング収益／（損失） 6,24 110,455  171,967 

純損益を通じて公正価値で測定される金融商品

に指定された金融負債に関する純利益／（損

失） 7,24 

 

(109,496)  (171,229) 

その他の営業利益／（損失） 8,27 95  1,195 

純営業収益  3,649  3,153 

     

給与および社会保障費 9,10 (193)  (188) 

一般管理費 11,27 (1,708)  (1,898) 

営業費用合計  (1,901)  (2,086) 

     

税引前利益／（損失）  1,748  1,067 

     

法人所得税費用 12 (435)  (61) 

     

当期純利益／（損失）  1,313  1,006 
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包括利益計算書 

 

  2022年３月31日 

に終了した事業年度 

 2021年３月31日 

に終了した事業年度 

  単位：百万円  単位：百万円 

     

当期純利益／（損失）  1,313  1,006 

     

その他の包括利益／（損失）：     

     

損益計算書に組み替えられない項目:     

     

純損益を通じて公正価値で測定される金融商品に指定

された金融負債の公正価値の変動のうち信用リスクの

変化によるもの（税引後） 

  

 

1,439 

  

 

(2,678) 

     

 

税引後当期その他の包括利益／（損失） 

  

1,439 

  

(2,678) 

     

当期包括利益／（損失）合計  2,752  (1,672) 
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財政状態計算書 

 

 
 

2022年 

３月31日現在  

2021年 

３月31日現在 

 注記 単位：百万円  単位：百万円 

非流動資産     

関係会社および関連当事者への貸付金 5,13,23,24,25,27 247,880  - 

デリバティブ金融資産 5,13,14,23,24,25,27 31,226  57,348 

その他の非流動資産 16 1  3 

非流動資産合計  279,107  57,351 

     

流動資産     

関係会社および関連当事者への貸付金 5,13,23,25,27 1,913,551  2,457,199 

デリバティブ金融資産 5,13,14,23,24,25,27 191,955  125,801 

現金および現金同等物 5,13,15,27 241  557 

未収還付法人所得税 12 237  122 

その他の流動資産 5,13,16,27 122,159  117,888 

流動資産合計  2,228,143  2,701,567 

資産合計  2,507,250  2,758,918 

     

株主資本および負債     

     

株主資本     

発行済および払込済株式資本 17,26 6,991  6,658 

株式払込剰余金 26 1,321  1,321 

剰余金 26 12,430  11,390 

利益剰余金 18 17,863  16,484 

株主資本合計  38,605  35,853 

     

非流動負債     

社債およびその他の借入金 13,19,23,24,26,27 161,606  242,203 

純損益を通じて公正価値で測定される

金融商品に指定された金融負債 13,20,23,24,26,27 

 

721,494  

 

797,915 

デリバティブ金融負債 13,14,23,24,25,27 140,222  144,167 

繰延税金負債 12 3,292  2,579 

非流動負債合計  1,026,614  1,186,864 

     

流動負債     

関係会社からの借入金 13,23,26,27 787,126  896,182 

社債およびその他の借入金 13,19,23,26,27 40,967  12,534 

純損益を通じて公正価値で測定される

金融商品に指定された金融負債 13,20,23,24,26,27 

 

441,039  

 

536,694 

デリバティブ金融負債 13,14,23,24,25,27 109,208  48,569 

その他の負債 13,21,27 63,691  42,222 

流動負債合計  1,442,031  1,536,201 

負債合計  2,468,645  2,723,065 

株主資本および負債合計  2,507,250  2,758,918 

 

財政状態計算書は利益を処分した状態で表示されている。 
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持分変動計算書 

 

 

発行済 

および払込済 

株式資本 

株式 

払込剰余金 

 

自己クレジット 

調整額 

為替換算調整 

勘定 利益剰余金 

株主資本 

合計 

 単位：百万円 単位：百万円 単位：百万円 単位：百万円 単位：百万円 単位：百万円 

       

2021年４月１日の期首残高 

（注記17,26） 

 

6,658 

 

1,321 

 

9,646 

 

1,744 

 

16,484 

 

35,853 

当期純利益／（損失） - - - - 1,313 1,313 

その他の包括利益／（損失） - - 1,373 - 66 1,439 

包括利益／（損失）合計 - - 1,373 - 1,379 2,752 

ユーロ建資本の為替評価額 333 - - (333) - - 

剰余金の配当 - - - - - - 

2022年３月31日の期末残高 6,991 1,321 11,019 1,411 17,863 38,605 

 

 

発行済 

および払込済 

株式資本 

株式 

払込剰余金 

 

自己クレジット 

調整額 

為替換算調整 

勘定 利益剰余金 

株主資本 

合計 

 単位：百万円 単位：百万円 単位：百万円 単位：百万円 単位：百万円 単位：百万円 

       

2020年４月１日の期首残高 

（注記17,26） 

 

6,117 

 

1,321 

 

12,607 

 

2,285 

 

20,495 

 

42,825 

当期純利益／（損失） - - - - 1,006 1,006 

その他の包括利益／（損失） - - (2,961) - 283 (2,678) 

包括利益／（損失）合計 - - (2,961) - 1,289 (1,672) 

ユーロ建資本の為替評価額 541 - - (541) - - 

剰余金の配当 - - - - (5,300) (5,300) 

2021年３月31日の期末残高 6,658 1,321 9,646 1,744 16,484 35,853 

 

 当事業年度は、実現した自己クレジット調整額は利益剰余金としてその他の包括利益／（損失）に66百万円の税引後利

益が計上されており、未実現の自己クレジット調整額は、剰余金としてその他の包括利益／（損失）に1,373百万円の税

引後利益が計上されている（前事業年度はそれぞれ税引後利益が283百万円、税引後損失が2,961百万円計上されてい

る。）。 

 

 為替換算調整額は、オランダ民法典第２編第９章に基づく非分配型法定準備金である。一方、自己クレジット調整額

は、法定準備金ではない。 
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キャッシュ・フロー計算書 

 

  

2022年３月31日 

に終了した事業年度  

2021年３月31日 

に終了した事業年度 

 注記 単位：百万円  単位：百万円 

     

営業活動によるキャッシュ・フロー     

当期純利益／（損失）  1,313 1,006 

  

調整項目：  

財務活動によって生じた（収益）／損失  152 148,669 

繰延税金資産の変動によって生じた（収益）／

損失  713 (483) 

その他  (12) (33) 

  

営業資産および営業負債：  

関係会社および関連当事者への貸付金の減少／

（増加） 13  295,768 (14,531) 

関係会社からの借入金の増加／（減少）   (109,056) 114,869 

デリバティブ金融資産の減少／（増加） 13,14,23,24 (40,032) (54,773) 

デリバティブ金融負債の増加／（減少） 13,14,23,24 56,694  (87,849) 

その他の営業資産の減少／（増加） 16 (4,386) 138,101 

その他の営業負債の増加／（減少） 21 21,469 33,921 

営業活動から得たキャッシュ・フロー純額    222,623 278,897 

  

財務活動によるキャッシュ・フロー  

純損益を通じて公正価値で測定される金融商品に

指定された金融負債からの収入 13,20,23,24 

 

555,662 

 

792,426 

社債およびその他の借入金の償還 13,19,23 (49,857) (121,643) 

純損益を通じて公正価値で測定される金融商品に

指定された金融負債の償還 13,20,23,24 

 

(728,757) 

 

(944,457) 

剰余金の配当 18 - (5,300) 

財務活動に使用されたキャッシュ・フロー純額  (222,952) (278,974) 

   

現金および現金同等物の純増加／（減少）  (329) (77) 

純為替換算差額  13 34 

現金および現金同等物の期首残高  557 600 

現金および現金同等物の期末残高 15 241 557 

 

営業キャッシュ・フロー 

  

2022年３月31日 

に終了した事業年度  

2021年３月31日 

に終了した事業年度 

  単位：百万円  単位：百万円 

     

利息の支払額  (13,357) (17,127) 

利息の受取額  16,545 18,560 

税金支払額 12 (452) (516) 
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財務活動による負債の照合 

 

 2021年４月１日現在 キャッシュ・フロー 非現金項目 2022年３月31日現在 

 

  公正価値の変動お

よび為替レートの

変動による影響額 

その他  

 単位：百万円 単位：百万円 単位：百万円 単位：百万円 単位：百万円 

      

社債およびその他の借入金 254,737 (49,857) (2,220) (87) 202,573 

純損益を通じて公正価値で測定

される金融商品に指定された金

融負債 

 

1,334,609 

 

(173,095) 

 

1,019 

 

- 

 

1,162,533 

財務活動による負債合計額 1,589,346 (222,952) (1,201) (87) 1,365,106 

 

 2020年４月１日現在 キャッシュ・フロー 非現金項目 2021年３月31日現在 

 

  公正価値の変動お

よび為替レートの

変動による影響額 

その他  

 単位：百万円 単位：百万円 単位：百万円 単位：百万円 単位：百万円 

      

社債およびその他の借入金 380,150 (121,643) (1,635) (2,135) 254,737 

純損益を通じて公正価値で測定

される金融商品に指定された金

融負債 

 

1,331,523 

 

(152,031) 

 

155,117 

 

- 

 

1,334,609 

財務活動による負債合計額 1,711,673 (273,674) 153,482 (2,135) 1,589,346 
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財務書類に関する注記 

 

１．企業情報 

 

ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ（以下「当社」という。）は、日本国で登記され、日本、米国および

シンガポールで上場している野村ホールディングス株式会社（以下「NHI」という。）の全額出資子会社であり、NHIは当

社の 終親会社である。 

 

当社はオランダのアムステルダムで設立され、本拠を置き、同国のアムステルダム市1096HA、アムステルプライン１、

レンブラント・タワー（Rembrandt Tower, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam）に登記上の事務所を有する、オランダ

法に基づいて設立された有限責任公開株式会社である（商工会議所番号 33221661）。 

 

当社の主たる業務は、NHIおよびその子会社（以下ではあわせて「野村グループ」という。）の資金調達会社として活動

することである。 

 

当社の当事業年度の財務書類は2022年７月12日に開催される年次株主総会に提出され承認を受けることとなる。株主総

会は当該財務書類を否認することはできるが、これを修正することはできない。 

 

 

２．会計方針 

 

2.1 作成基準 

 

2022年３月31日に終了した当社の事業年度の財務書類は、欧州連合（以下「EU」という。）が採用した国際財務報告基

準（以下「IFRS」という。）に準拠して作成されている。また、財務書類は、オランダ民法典第２編第９章の要件に準拠

して作成されている。 

 

デリバティブ金融商品および純損益を通じて公正価値で測定される金融商品に指定された金融負債等、公正価値で測定

されているものを除き、財務書類は取得原価主義に基づいて作成されている。 

 

財務書類は日本円で表示されており、別途記載がある場合を除き、すべての金額は百万円単位に四捨五入されている。 

 

 

2.2 重要な会計上の判断、見積もりおよび仮定 

 

当社の財務書類の作成には、経営者による判断、見積もりおよび仮定が求められており、それによって収益、費用、資

産および負債の計上金額ならびに関連する開示に影響を及ぼすことがある。 

 

金融商品の公正価値 

 

一部の金融資産と金融負債の公正価値に関しては、重要な判断と見積もりが適用されている。公正価値が活発な市場か

ら導出できない場合には、金融資産と金融負債の公正価値を決定するに当たり、さまざまな評価手法が用いられている。

評価モデルには、可能な限り観察可能な市場データが使用されている。観察可能なデータが入手できない場合には、公正

価値を決定するために一定の判断が必要とされている。金融商品の公正価値と評価技法についての詳細な情報は注記24に

記載されている。  
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金融資産の減損損失 

 

当社は、純損益を通じて公正価値で測定されないすべての貸付金およびその他の負債性金融資産、ならびにローン・コ

ミットメントや金融保証契約の予想信用損失を、将来を見越して見積もり、損失引当金を各報告期間において認識する。

当社が予想信用損失の計算を行う際の判断や見積もりについての詳細な情報は、注記2.3に記載されている。 

 

2.3 重要な会計方針の要約 

 

a) 外国為替換算 

 

財務書類は、当社の機能通貨でありかつ表示通貨でもある日本円で表示されている。 

 

当年度中の外貨建取引は、取引日の為替レートで換算されている。 

 

当初認識後、それぞれの報告日に、貨幣性項目は決算日レートで換算され、非貨幣性項目は取引日のスポットレートで

換算される。貨幣性資産および貨幣性負債である金融資産および金融負債に係る為替換算差額は、損益計算書で認識され

ている。 

 

b) 営業収益 

 

(i) 受取利息および支払利息 

 

トレーディング目的で保有するデリバティブおよび純損益を通じて公正価値で測定される金融商品に指定された金融負

債に分類されるものを除き、すべての金融商品に関する受取利息および支払利息は、実効金利法により受取利息および類

似収益または支払利息および類似費用として認識されている。 

 

実効金利法とは、金融資産または負債（または資産および負債のグループ）の償却原価を計算し、受取利息または支払

利息を関連期間にわたって配分する方法である。実効金利とは、金融商品の予想残存期間または場合によってはそれより

短い期間で、将来の現金支払額または受取額の見積額を、当該金融商品の正味帳簿価額まで正確に割り引く利率をいう。

この計算方法には、取引に直接起因するすべての受取手数料または支払手数料、および実効金利と一体化しているディス

カウントまたはプレミアムの影響が考慮されている。 

 

(ii) 純受取手数料等 

 

ローンオリジネーションフィーは、実効金利法により償却原価で計上される金融資産に係る収益に対する調整として、

損益計算書で認識されている。 

 

デリバティブ金融商品に関して受け払いされる前払手数料は、その関連する金融商品の当初公正価値測定の一部として

認識されている。 

 

c) 金融商品の公正価値 

 

当社の金融商品の一部は公正価値で保有されている。重要な金融商品に対する公正価値測定の適用に関する当社の方針

は、以下のとおりである。 
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(i) 公正価値の決定および公正価値測定 

 

当社はデリバティブなどの金融商品を各財政状態計算書日現在の公正価値で測定している。償却原価で測定されている

他の金融商品の公正価値に関しては注記24で開示している。 

 

公正価値とは、測定日に市場参加者間の秩序ある取引において資産を売却する際に受け取ると予想される価格または負

債を移転する際に支払うと予想される価格をいう。公正価値測定は、資産を売却または負債を移転するための取引が次の

いずれかにおいて行われているという前提に基づいている。 

 

- 当該資産または負債の主たる市場、もしくは 

- 主たる市場が存在しない場合には、当該資産または負債に対して も有利な市場 

 

主たる市場または も有利な市場は、当社が利用可能なものでなければならない。 

 

市場公表価格またはブローカー／ディーラーからの価格が利用可能でない場合は、公正価値の決定において類似金融商

品の価格または価格算定モデルを使用することが考慮される。かかる金融商品は、相関係数や長期のボラティリティのよ

うな有意な観察不能なインプット、または他の観察不能なインプットなどを用いたモデルを使って算定されている。価格

算定モデルでは、契約条項、ポジションの規模、原資産の価格、金利、配当率、時間価値、ボラティリティ、およびその

関連する金融商品または類似特性を持つ金融商品に関するその他の統計測定値が考慮されている。これらのモデルには市

場の流動性に関する調整も含んでいる。こうした調整は、公正価値計算の過程における基礎的要素である。使用される評

価手法は、市場から得られるインプットを 大限に使用し、市場で観察不能な、当社特有のインプットの使用を 小限に

抑えている。 

 

価格算定モデルやその基礎的前提は、認識される未実現損益の金額および時期に影響を与えるため、異なる価格算定モ

デルまたは基礎的前提を使用した場合は、異なる財務報告となる可能性がある。債券、株式、外国為替、コモディティ等

の市場の変化は、将来の当社の公正価値の見積もりに影響を与え、ひいてはトレーディング損益ならびに純損益を通じて

公正価値で測定される金融商品に指定された金融負債に関する損益に影響を与える可能性がある。価格算定モデルの基礎

的前提として使用できる観察可能な市場データが不足している場合には、当社の公正価値の見積もりは主観的な部分をよ

り多く伴う可能性がある。 

 

当社は、IFRS第13号第48項の例外規定を適用し、仲値に基づいて金融資産と金融負債の公正価値を測定している。組込

デリバティブが区分処理されている混合金融商品および純損益を通じて公正価値で測定される金融商品のエクスポージャ

ーは、ヘッジ・デリバティブによって相殺されている。 

 

当社はヘッジ会計を適用しておらず、財務諸表に対する注記におけるヘッジに関する言及は全て経済的ヘッジに関する

ものである。 

 

トレーディング目的に分類される金融商品の公正価値の変動から生じる利益または損失はすべて純トレーディング収益

／（損失）で認識されている。 

 

(ii) 初日利益および損失の認識 

 

金融商品の公正価値は、通常は取引価格（すなわち支払対価または受取対価の公正価値）である。ただし場合によって

は、当初の公正価値は、観察可能な市場データのみを用いる価格算定モデルか、条件変更やリパッケージがされていない
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同一金融商品の観察可能な市場取引に基づいている。このような評価手法を用いて市場で観察可能なインプットから公正

価値を算定する場合は、公正価値と取引価格との差は当初損益計算書で認識される。 

 

有意な観察不能なデータを用いる評価手法が、当初の公正価値の算定に使用されることもある。この状況では、取引価

格とモデル評価の差額は、インプットが観察可能となった時点、または当該金融商品の認識が中止された時点で、損益計

算書で認識されている。 

 

(iii) 純損益を通じて公正価値で測定される金融商品に指定された金融負債 

 

当社はミディアム・ターム・ノートのエクスポージャーを経済的にヘッジするために、デリバティブ契約を締結するこ

とで、市場リスクを 小限に抑えようとしている。ヘッジしたデリバティブの価値と関連する社債は互いに相殺され、パ

フォーマンスは等しくなるため、社債に公正価値オプション（以下「FVO」という。）を適用することにより、当社は認識

上の不整合と時価評価における変動を低減するものと見込んでいる。 

 

2018年４月１日から、当社はIFRS第９号のもとで新規に発行されたすべての社債についてFVOを適用している。当社

は、社債のポートフォリオを純損益を通じて測定することにより、金融負債（発行社債）のパフォーマンスを管理・評価

をすることで、リスク・マネジメント目的だけでなく会社の財務諸表をより明確に理解する上でも、従来より目的適合性

の高い情報を提供できている。 

 

d) 金融商品 

 

IFRS第９号の対象範囲にある金融商品は、償却原価により測定されるもの、純損益を通じて公正価値で測定されるもの

およびその他の包括利益を通じて公正価値で測定されるものの３つに分類される。 

 

トレーディング目的で保有されている金融負債は純損益を通じて公正価値で測定され、その他のすべての金融負債は

FVOが適用されない限り償却原価により評価される。 

 

当社は、資本性金融商品およびデリバティブ以外の金融資産について、当社のビジネスモデルにおける当該資産の管理

方法および当該商品の契約上のキャッシュ・フローの特性の組み合わせに基づいて、当初認識時に分類を決定する。金融

資産が償却原価あるいはその他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融商品に分類される条件を満たしている場合

でも、異なる基準で金融資産または金融負債を測定し損益を認識することで生じうる、測定もしくは認識上の不整合（い

わゆる「会計上のミスマッチ」）を除去または著しく低減させる場合には、当初認識においてFVOを選択することもあり得

る。 

 

(i) 金融資産 

 

IFRS第９号では資本性金融商品およびデリバティブを除く全ての金融商品について、当該資産の管理に関する企業のビ

ジネスモデルおよび当該商品の契約上のキャッシュ・フローの特性の組み合わせに基づいて評価することを要求してい

る。金融資産が契約上のキャッシュ・フローの回収を目的とするビジネスモデルで保有（回収目的保有）されており、契

約上のキャッシュ・フローが元本と利息の支払いのみの場合には、FVOが適用されない限りこれらの金融資産は償却原価

で計上される金融資産に分類され、その後も償却原価にて測定される。 

 

この測定区分では、金融資産は、当初認識時の公正価値から元本の返済を控除し、当初金額と償還金額の差額を実効金

利法による償却累計額を加減し、減損損失引当金を調整して測定される。 
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ビジネスモデル要件： 

 

IFRS第９号では、金融資産に関して３つのビジネスモデルが想定されている。 

 

 - 回収目的保有 - 契約上のキャッシュ・フローを回収するために保有されている金融資産。 

 

 - 回収および売却目的保有 - 契約上のキャッシュ・フローを回収し、かつ、売却するために保有されている金融資産。 

 

 - その他 - トレーディング目的で保有されている、または「回収目的保有」および「回収および売却目的保有」の基準

を満たさない金融資産。 

 

当社は、事業目的を達成するための当社の金融資産のグループ管理方法を もよく反映しているビジネスモデルを決定

する。当社が資産のグループのビジネスモデルを決定する際には、これらの資産のキャッシュ・フローがどのように回収

されたか、リスクの評価および管理方法、資産のパフォーマンスが評価され、経営者に報告される方法、売却の頻度、価

格およびタイミングが考慮される。 

 

当社は、以下の基準のすべてが満たされていることに基づき、金融資産のポートフォリオ管理は、回収目的保有のビジ

ネスモデルによって行われる。 

 

 - ポートフォリオは、トレーディング目的で保有されていない、または公正価値に基づいて管理されていない。 

 

 - 金融資産のポートフォリオは、金融資産の保有および売却の両方によってポートフォリオ全体の収益を管理するので

はなく、金融資産の残存期間にわたって契約上の支払いを回収することのみによってキャッシュ・フローを実現するよう

に管理されている。 

 

 - 金融資産の売却はまれであるか、または重要ではないと予想される。 

 

契約キャッシュ・フロー要件（SPPI）： 

 

回収目的保有のビジネスモデル要件を満たす金融資産のポートフォリオは、金融商品の契約条件で規定された、当該金

融資産から生じるキャッシュ・フローを回収する方針で当社が保有するものとする。金融資産は、その契約上の条件によ

り元本と利息の支払いのみであるキャッシュ・フローが所定の日に生じる場合に限り、償却原価で測定される。 

 

SPPIテストの目的上の元本は、当初認識時の当該負債性金融商品の公正価値と定義されているため、契約上のキャッシ

ュ・フローの特性は、契約上のキャッシュ・フローと実際に投資された金額との比較に基づいて決定される。元本は、必

ずしも負債性金融商品の契約上の額面金額とは限らない。 

 

通常の貸付契約の中で利息に関する も重要な要素は、利息が、貨幣の時間価値および信用リスクを反映していること

である。また、利息には利益マージンも含まれる場合がある。 

 

(ii) 償却原価で計上される金融負債 

 

償却原価で計上される金融負債には、一部の区分処理されるミディアム・ターム・ノートの主契約ならびにその他の借

入金が含まれている。償却原価で計上される金融負債は、当社が契約当事者となった日に当初認識される。当初測定後

は、これらの金融商品は実効金利法により償却原価で測定される。  
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(iii) 純損益を通じて公正価値で測定される金融商品に指定された金融負債 

 

このカテゴリーに分類された金融負債は、異なる基準によって負債を測定もしくは損益を測定した際に発生し得る、測

定または認識の不整合を除去または大幅に低減できるとして当初認識時に経営陣によって純損益を通じて公正価値で測定

される金融商品に指定されたものである。 

 

これらの金融商品は公正価値で当初測定され、取引費用は純損益として認識される。公正価値の変動のうち当社の信用

リスクに起因する部分については、その他の包括利益に表示され純損益に組み替えられることはないため、自己クレジッ

ト調整額に関連した純損益のボラティリティは取り除かれる。その他全ての公正価値の変動は純損益に表示される。純ト

レーディング収益／（損失）に含められる為替換算調整額を除き、支払利息および純損益を通じて公正価値で測定される

金融商品に指定された金融負債に関連する公正価値の変動と取引費用から生ずる利益および損失は、純損益を通じて公正

価値で測定される金融商品に指定された金融負債に関する純利益／（損失）として認識されている。 

 

純損益を通じて公正価値で測定される金融負債に指定されたローン・コミットメントはIFRS第９号の範囲に含まれてい

る。これらのローン・コミットメントは、まず当社が契約当事者となった日に当初認識され、その後も公正価値で計上さ

れ、その公正価値の変動は、純損益を通じて公正価値で測定される金融商品に指定された金融負債に関する純利益／（損

失）で報告される。 

 

(iv) デリバティブ金融商品 

 

純損益を通じて公正価値で測定される金融商品には、トレーディング目的で保有するデリバティブ金融商品が含まれて

いる。金融資産および金融負債が、(1) 主に短期に売却するかまたは買い戻す目的で取得または発生し、(2) 当初認識時

に、ともに運用されかつ直近に短期の利鞘目的の取引事例が存在する特定の金融商品のポートフォリオの一部を構成し、

あるいは(3) 金融保証契約となるデリバティブや有効なヘッジ手段として指定されたものを除くデリバティブであれば、

トレーディング目的保有に分類されている。 

 

当社は金利や為替を経済的にヘッジする目的でデリバティブ金融商品を使用している。すべてのデリバティブは、当社

が契約当事者となった日に認識される。トレーディング目的で保有するデリバティブは当初、またその後も公正価値で測

定され公正価値の変動は純損益として認識される。プラスまたはマイナスの公正価値を持つデリバティブは財政状態計算

書においてそれぞれ資産または負債として表示される。 

 

金融資産ではない非デリバティブの主契約を含む混合金融機関商品に組込まれたデリバティブは、(1) 経済的特性やリ

スクが主契約の経済的特性やリスクと密接に関連しておらず、(2) 組込デリバティブと同一条件を備えた別の金融商品が

デリバティブの定義を満たし、かつ(3) 混合金融商品が公正価値で測定され公正価値の変動が純損益で認識されるもので

ない場合には、区分して会計処理される。 

 

金融商品の当初測定 

金融資産または金融負債の当初認識時点において、当社はそのプラスまたはマイナスの公正価値で認識することとし、

それが純損益を通じて公正価値で測定されない金融資産または金融負債の場合には、公正価値に金融資産または金融負債

の取得または発行に直接起因する取引費用を加えて測定している。 

 

認識の中止 

資産から生ずるキャッシュ・フローを受領する権利が消滅した場合、または当社がその資産から生ずるキャッシュ・フ

ローを受領する権利を譲渡し、かつ当社からその資産のリスクと経済価値のほとんどすべてが移転された場合に、金融資

産の認識が中止される。負債に基づく債務が免責、取消または失効となった場合に、金融負債の認識が中止される。 
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既存の金融負債が、同じ貸主から著しく異なる条件の他の金融負債に交換された場合、または既存の負債の条件が著し

く修正された場合には、こうした交換または修正は当初の負債の認識中止として処理した後に新たな負債を認識し、個々

の帳簿価額の差額は損益計算書で認識される。 

 

e) 減損 

 

IFRS第９号のもとでは、ローン・コミットメントおよび金融保証契約を含む、純損益を通じて公正価値で測定されない

すべての貸付金およびその他の負債性金融商品につき、予想信用損失に基づいて引当金を計上することが要求されてい

る。この引当金は、当初認識時以降、信用リスクが著しく増加していない限り、財務報告日後12ヶ月以内のデフォルト確

率に起因する予想信用損失に基づいている。なお、当初認識時以降、信用リスクが著しく増加している場合には、引当金

は当該資産の期待残存期間におけるデフォルト確率に基づくこととなる。 

 

予想信用損失減損モデルの原則法の適用： 

 

予想信用損失は、合理的かつ裏付け可能な情報を用いて決定され、そうした情報は当社の報告日において、過度な労力

や費用をかけることなく合理的な手段で入手できる、過去の事象、現在の状況および将来の見通しを全て含んだものでな

ければならない。使用される情報は、債務者特有の要因、一般的な経済情勢、および当社の報告日における現在の状況お

よび予測される状況の両方の評価を反映している必要がある。通常、財務報告に利用する目的で入手している情報は、こ

こでいう過度な費用や労力なしに入手している情報であると考えられる。 

 

予想信用損失減損モデルの原則法は、IFRS第９号に基づく予想信用損失減損モデルを通じて減損の対象となる当社が保

有する大部分の金融商品に対する予想信用損失を測定するために使用される。 

 

予想信用損失は、金融商品の契約条件に従って受け取ることができるキャッシュ・フローと、次のモデルに基づいて

終的に当社が受け取ると期待されるキャッシュ・フローとの差額を表している。 

 

予想信用損失減損モデルに基づく予想信用損失の測定は以下を反映する。 

 

・起こり得る結果を評価することによって算定される、偏りがない、確率で加重平均した金額 

・貨幣の時間価値 

・過去の事象、現在の状況および将来の経済状況の見通しに関する、過度な費用または労力なしに入手可能な合理的かつ

裏付け可能な情報 

 

全期間の予想信用損失は、金融商品の予想残存期間にわたり起こり得るすべてのデフォルト事象から生じ得る予想信用

損失を表し、12ヶ月の予想信用損失は、全期間の予想信用損失のうち、報告日後12ヶ月以内において生じ得る債務不履行

事象から生じる予想信用損失を表す部分である。 

 

個別にまたは集合的に減損の評価対象となっている各金融資産およびオフ・バランスの金融商品は、12ヶ月の予想信用

損失または残存期間の予想信用損失のいずれが使用されるか判断するために、金融資産が当初認識されて以降各報告日に

おいて、以下の３段階の信用度の悪化ステージのいずれかに分類される。 

 

・ステージ１ - 当初認識時以降、著しい信用度の悪化のない金融資産 

・ステージ２ - 当初認識時以降、信用度が著しく悪化しているが、信用減損を認識していない金融資産 

・ステージ３ - 当初認識時以降、信用度が著しく悪化しており、信用減損を認識している金融資産 
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当初認識時に信用減損していない金融商品は、当初はステージ１に分類され、その後、通常継続的に監視され、信用リ

スクの重要な増加が生じたかどうかを判断し、重要な増加が有った場合には、その時点で金融商品はステージ２に分類さ

れる。各報告日に信用リスクの重要な増加が生じたかどうかの判断は、主に、取得、オリジネーションまたは発行時に金

融商品に適用された野村グループの社内の信用格付けと報告日時点に金融商品に割り当てられている社内の信用格付けと

の比較を通じてなされる。内部信用格付けが一定のノッチ（１から４ノッチ）を超えて悪化した金融商品は、ステージ２

に再分類される。金融商品の信用リスクがさらに悪化し、信用減損している状態になると、金融商品はステージ３に分類

される。 

 

内部格付けは、特定の債務者または融資の基礎的条件に加えて、中長期的な債務返済能力（信用力）の評価に応じて決

定される。一定の債務者の信用力が正しくかつ適時に考慮されるように、内部格付けは定期的かつ随時見直される。 

 

ステージ３の金融資産は、信用減損の定義を満たさなくなった場合、すなわち、当社が当初または変更された契約条件

に従ってすべての元本および利息を回収できなくなる可能性がなくなった場合にのみ、ステージ３からステージ２または

終的にステージ１に分類され得る。 

 

実行または購入後に、金融資産の見積将来キャッシュ・フローに不利益な影響を及ぼす事象が１件以上発生した場合、

すなわち、当社が金融資産の契約に基づいてすべての元本および利息を回収することができなくなった場合、金融資産の

信用減損を行う。当社は、債務者が金融債務に関する支払いについて、全額期限通りに支払わなかった場合や、現債務と

比して著しく不利な契約条件の変更、破産申請、更生管財手続、破産管財人の管理下に置かれた場合、清算その他債務者

の業務の終了または停止、その他の同様の状況があった場合に、債務不履行（信用減損の定義に完全に当てはまる）とみ

なす。さらに、上記の定義にかかわらず、反対の証拠がない限り90日以上延滞している金融商品の場合はデフォルトが発

生したとみなされ、金融商品に信用減損が生じたとされる。 

 

債務者が信用減損の理由を克服するまで、または金融商品の返済実績が継続的に観察可能な期間に渡り経過するまで、

金融商品は信用減損され続ける。債務者による返済実績の継続期間の決定は、金融商品の性質によるが、通常は６ヶ月以

上の期間である。 

 

ステージ１の金融資産に対して認識される予想信用損失引当金は、12ヶ月の予想信用損失を使用して決定される。これ

に対して、ステージ２またはステージ３の金融資産に対する引当金は、残存期間の予想信用損失に基づいている。 

 

減損にあたって個別に評価された結果信用減損された金融商品は、通常、キャッシュ・フローが回収不能とみなされ、

元本および利息残高を回収する商慣行的に合理的な手段がすべて枯渇した場合に直接償却される。このような決定は、債

務者が債務を履行することができなくなるような債務者の財政状態の重大な変化の発生、担保からの収入が支払うべき金

額を支払うのに十分ではないなどの要因に基づいている。 

 

貸付金、受取債権および社債などの金融商品の直接償却は、金融商品の総帳簿価額を減少させる。直接償却がなされた

場合には予想信用損失に対する既存の引当金に対して当初認識され、金融商品の全部または一部に及ぶ可能性がある。 

 

信用状況が回復した場合には、報告期間中に収益を通じて認識される予想信用損失引当金の減少として認識される。 

 

ステージ１およびステージ２の金融商品の報告期間中の利息収入は、金融商品の帳簿価額総額に実効金利を適用して決

定された金額が認識される。 

 

ステージ３の金融資産については、金融資産の正味帳簿価額、すなわち、総帳簿価格から予想信用損失引当金を控除し

た金額に実効金利を適用することにより利息収益が適用される。  
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予想信用損失の測定： 

 

予想信用損失減損モデルの原則法による予想信用損失の測定は、通常、金融商品の属するステージに応じて、損失率モ

デルまたは割引キャッシュ・フロー・モデルのいずれかを使用して当社で決定される。損失率モデルは、債務者のデフォ

ルト率（以下「PD」という。）および予想債務者デフォルト時信用エクスポージャー（以下「CEAD」という。）に適用され

るデフォルト時損失率（以下「LGD」という。）の見積もりを用いて計算された損失率を応用することで、個別または類似

の金融商品のポートフォリオの予想信用損失を測定する。なお、CEADは、金融商品のデフォルト時点における信用エクス

ポージャー（すなわち、当社に対する債務）の期待値を表す。 

 

PDのインプットは、金融商品の格付けおよび金融商品に適用される社内の信用格付けによって決定される。当社が使用

しているPDのインプットは、業界のデータから得られ、過去の経験に基づいて検証されている。PDのインプットは、S&P

の過去の格付遷移データを参照して作成され、PDは、ステージ１の金融商品については12ヶ月間、ステージ２および３の

金融商品については全期間にわたって計算される。 

 

経済シナリオを予測し、少なくとも１つの楽観的、悲観的なシナリオに対して基本ケースのインプットを調整すること

により、将来予測的な情報がPDのインプットに組み込まれる。 

 

LGDのインプットは、類似の金融商品や他の関連する業界データの損失および回収率の過去の実績に基づいた金融商品

の格付けやその他の関連する業界情報によって決定される。LGDのインプットは、担保およびその他の不可欠な信用補完

の影響を反映するように適宜調整される。 

 

リボルビング・ローン・コミットメントおよびノンリボルビング・ローン・コミットメントに関して、CEADに関連する

絶対的尺度は、デフォルト時点までに債務者によって引き出されることが予想される融資金額の総額の見積もりを表す。

したがってこの融資額には、現在資金提供されている部分の他に、今後引き出される可能性がある金額を見積った換算係

数に基づく調整も含まれる。 

 

担保および金融商品の契約条件に不可欠であり、当社が別個に認識していないその他の信用補完から期待されるキャッ

シュ・フローは、予想信用損失の測定に含まれる。 

 

f) 金融商品の相殺 

 

当社が金融資産および金融負債を相殺する法的に強制力のある権利を有し、かつ当社が金融資産および金融負債を純額

で決済する意図を有している場合を除き、金融資産および金融負債は総額で表示される。 

 

g) キャッシュ・フロー計算書 

 

キャッシュ・フロー計算書は間接法を使用して作成されている。現金および現金同等物は、預金のみから構成されてい

る。 

 

キャッシュ・フロー計算書上、財務活動によって生じた純（収益）／損失は、外国為替換算による影響、実効金利法を

用いて算定した社債およびその他の借入に関する償却および、FVO評価などの非貨幣性項目が含まれている。 

 

未収／（未払）還付法人所得税の変動がその他の営業資産の減少／（増加）およびその他の営業負債の増加／（減少）

の項目に含められている一方で、繰延税金資産および負債の変動は繰延税金の変動から得た純（収益）／損失の項目に含

められている。これらの項目は、営業活動から得たキャッシュ・フロー純額の中に表示されている。 
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h) 税金 

 

当期および過年度に関する当期税金資産および負債は、税務当局からの還付または支払見積金額で測定されている。 

 

繰延税金資産および負債は、報告日の帳簿価額と税務上の金額の一時差異に対して認識される。繰延税金資産および負

債は、一時差異を利用できる将来課税所得が生じる可能性が高い範囲で認識される。 

 

金額計算には、報告日に施行され、または実質的に施行されている税率および税法を使用する。 

 

 

2.4 事業セグメント 

 

当社は商品とサービスに基づいて事業活動を行っている。当社は資金調達活動という単一の事業セグメントしか有して

いないため、財務書類上に表示されている総資産および純資産ならびに税引前利益／損失のすべては、同セグメントから

生じている。債券の大半は日本の投資家向けに発行されている。すべての借入金、貸付金および一部のミディアム・ター

ム・ノートに組み込まれたデリバティブを除くすべてのデリバティブは、野村グループとの間で取引されている。 

 

 

2.5 会計方針および見積もりの変更 

 

当社の当事業年度の財務諸表に関連し、有効となっている以下の基準に関する改訂を除き、会計方針および見積もりは

過年度に適用されたものと整合している。 

 

IFRS第３号企業結合；IAS第16号有形固定資産；IAS第37号引当金、偶発負債、偶発資産に関する改訂、年次改善2018-

2020 

 

 この改正パッケージには、3つの基準に対する軽微な改正の他に、年次改善（基準中の要求事項間の文言の明確化また

は軽微な影響や見落としおよび矛盾を修正するための変更）が含まれています。本改訂は2022年１月１日から有効とな

り、早期適用が認められている。本改訂は当事業年度にEUによって承認された。 

 

当社で本改訂の影響を評価した結果、当社の財政状態および業績に重要な影響を及ぼさないものと見込んでいる。 

 

IFRS第９号、IAS第39号、IFRS第７号、IFRS第４号およびIFRS第16号の改訂 金利指標改革 - フェーズ２ 

 

IASBは「金利指標改革 - フェーズ２（IFRS第９号、IAS第39号、IFRS第７号、IFRS第４号およびIFRS第16号の改訂）」

を、金融資産、金融負債およびリース負債に関する修正、特定のヘッジ会計に関する要件、およびそれらの修正やヘッジ

会計に関する改訂に付随して発生するIFRS第７号を適用する開示の要件に関連する改訂ともに公表した。 

 

金融資産、金融負債およびリース負債の修正：IASBは金利指標改革によって要求される修正（IBOR改革の直接的な結果

として行われる修正および経済効果が同等になる基礎の修正）についての実務上の便法を導入した。これらの修正は実効

金利を改定することにより会計処理される。その他のすべての修正は現在のIFRSの要求を使用することで会計処理され

る。同様の実務上の便法がIFRS第16号を適用したリースの借り手の会計処理に提案されている。 

 

ヘッジ会計に関する要件：本改訂のもとで、IBOR改革のみを理由としてヘッジ会計が中止されることはない。ヘッジ関

係はヘッジ対象、ヘッジ手段、ヘッジされているリスクの修正を反映して訂正されなければならない。訂正されたヘッジ
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関係は有効性の要求を含む全てのヘッジ会計を適用するために必要な適格条件を満たしていなければならない。 

 

開示：本改訂によって企業は以下の情報について開示することが求められる。 

 

 - 金利指標から代替的な金利指標への移行がどのように管理されているか、報告日における移行の進捗状況、移行によ

るリスク 

 - 重要な金利指標ごとに分類して、移行対象の金利指標へ参照を続ける非デリバティブ金融資産、非デリバティブ金融

負債、デリバティブに関する定量的な情報 

 - IBOR改革の結果として企業のリスク管理戦略に変更がある場合、その変更内容と企業がそのリスクをどのように管理

しているかについての記述 

 

本改訂は2021年１月１日以降に開始する事業年度から有効となり、早期適用が認められている。 

 

 銀行間取引金利は、金融商品や契約の金利を設定するための指標として広く利用されてきた。金融安定理事会の勧告に

基づき、これらの重要な金利指標の抜本的な見直しが行われた。EURIBORのように改革された金利指標もあるが、EONIAや

LIBORのようにリスクフリーレート（以下「RFR」）に置き換えられ、あるいは廃止されるものもある。 

 

 英国ポンド建て、スイスフラン建て、日本円建て、ユーロ建てのLIBORは2021年12月31日に終了したが、広く利用され

ている米ドル建てLIBORのテナーは、レガシー商品のサポートのために2023年６月末まで公表が継続される予定である。

金融市場における米ドル建てLIBOR契約の範囲と量を考えると、米ドル建てLIBORの延長は歓迎すべき措置であり、市場が

米ドル建てLIBORの代替案を開発し評価するための時間を確保したと考えられている。新規契約に米ドル建てLIBORを使用

することは、（ごく限られた例外を除いて）もはや認められていない。 

 

 当事業年度において、当社を含む野村グループは、米ドル建て以外のLIBOR契約の移行と推奨される代替案を用いた新

規取引の実施に注力した。野村グループは、IBORの移行について管理しリスクの軽減を追及し、影響について評価した。

既存のIBORポジションの移行は、野村グループ内の複数の部門が関与して実施された。移行プロセスの一部として、野村

グループは、クライアントをIBORの実現可能なレガシー契約から移行させることに注力した。これに関し、当社を含む野

村グループは顧客と移行協議を行い、現存する米ドル建てLIBORを参照する債券の保有者を除き、顧客から同意を得るこ

とができた。 

 

 当社は、本報告期間中に、2021年12月末に公表が停止されたIBORを参照するデリバティブおよび債券契約の移行を完了

した。当社は、IBORの公表が継続されているEURIBORを除き、IBORを参照する新規契約の締結を停止した。EURIBORを除く

IBORを参照する全てのローンが2021年12月末までに終了した。 

 

 野村グループは、報告日現在において米ドル建てLIBORに重点をおいているが、他通貨のLIBORの移行で得た作業経験を

生かし、円滑に移行を完了できる見込みである。 

 

 報告日現在において完了している移行は当社の財政状態および業績に重要な影響を及ぼさなかった。さらに、当社は移

行が完了していないものについての評価を行った結果、当社の財政状態および業績に重要な影響を及ぼさないものと見込

んでいる。 

 

 下表は、当事業年度末日現在、代替指標に移行していないデリバティブおよび非デリバティブ金融商品のおおよそのエ

クスポージャーを、重要な指標金利別にまとめたものである。なお、当該IBORの停止日前に期限が到来する金融商品のエ

クスポージャーは除かれている。 
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 2022年３月31日現在 

 非デリバティブ金融資産*  非デリバティブ金融負債*  デリバティブ契約想定元本 

 単位：百万円  単位：百万円  単位：百万円 

指標金利      

米 ド ル 建 て

LIBOR 
-  10,846  35,801 

      

 

   * 上記の表の非デリバティブ金融資産と非デリバティブ金融負債については、帳簿価額が示されている。 

 

 

2.6 公表されたものの、まだ適用には至っていない基準 

 

 本財務書類の承認日現在、当社に適用されることが想定される下記の新基準、改訂基準および改定解釈指針がIASBによ

って公表されているものの、当事業年度は適用されていない。 

 

IAS第１号財務諸表の表示およびIFRS実務記述書第２号の改訂：会計方針の開示 

 

本改訂はIAS第１号の会計方針の開示に関する要求を変更するものである。これらの改訂を適用することによって、企

業は重要な会計方針の代わりに重要性のある会計方針を開示することとなる。IAS第１号に関する追加的な改訂は企業が

どのようにして重要性のある会計方針を特定するのかを説明するためになされた。本改訂は2023年１月１日以降に開始す

る事業年度から有効となり、早期適用が認められている。本改訂は当事業年度にEUによって承認された。 

 

当社で本改訂の影響を評価した結果、当社の財政状態および業績に重要な影響を及ぼさないものと見込んでいる。 

 

IAS第８号会計方針、会計上の見積もりの変更および誤謬の改訂：会計上の見積もりの定義 

 

2021年２月12日、IASBは、会計上の見積もりに関する新しい定義を導入しているIAS第８号会計方針、会計上の見積も

りの変更および誤謬の改訂を公表した。本改訂は会計上の見積もりの変更と、会計方針の変更と、誤謬の訂正を明確に区

別するように設計されている。本改訂は2023年１月１日以降に開始する事業年度から有効となり、早期適用が認められて

いる。本改訂は当事業年度にEUによって承認された。 

 

当社で本改訂の影響を評価した結果、当社の財政状態および業績に重要な影響を及ぼさないものと見込んでいる。 

 

 IAS第１号財務諸表の表示による改訂：負債の流動または非流動への分類 

 

 2020年１月23日、IASBは負債を流動または非流動へ分類する際の要件を明確化するために、IAS第１号財務諸表の表示

の改訂を公表した。具体的には、本改訂は以下の事柄を明記している。a) 報告期間の期末時点で存在する条件が、負債

の決済を延期する権利が存在するかを決定するために使用される条件になること b) 財務制限条項の違反があるかまたは

期限前償還が行われるかなどの財政状態計算書日以降の事象に関する経営者の予測は負債の分類の検討には影響を及ぼさ

ないこと c) 本改訂が負債の決済とみなされる状況を明確化している。本改訂は2023年１月１日以降に開始する事業年度

から有効となり、早期適用が認められている。本改訂はまだEUによって承認されてない。 

 

 当社で本改訂の影響を評価した結果、当社の財政状態および業績に重要な影響を及ぼさないものと見込んでいる。 
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IAS第12号法人所得税の改訂：単一の取引から生じた資産および負債に係る繰延税金 

 

本改訂は企業に、当初認識時に同額の将来加算一時差異および将来減算一時差異を生じさせるような取引において繰延

税金を認識することを要求している。本改訂は2023年１月１日以降に開始する事業年度から有効となり、早期適用が認め

られている。本改訂はまだEUによって承認されてない。 

 

当社で本改訂の影響を評価した結果、当社の財政状態および業績に重要な影響を及ぼさないものと見込んでいる。 

 

 

３．受取利息および支払利息 

 

 終了事業年度 

 2022年３月31日  2021年３月31日 

 単位：百万円  単位：百万円 

受取利息および類似収益    

関係会社および関連当事者への貸付金（注記27） 16,656  18,392 

担保金（注記16） 23  10 

 16,679  18,402 

 

 終了事業年度 

 2022年３月31日  2021年３月31日 

 単位：百万円  単位：百万円 

支払利息および類似費用    

社債およびその他の借入金 (113)  (143) 

受入担保金（注記21） (28)  (43) 

関係会社からの借入金（注記27） (13,080)  (16,205) 

その他 (1)  (3) 

 (13,222)  (16,394) 

 

純受取利息の増加の主な要因は、異なる通貨間の借入利率と貸出利率の間の金利ギャップ等、金利に関する市場環境の

変化によるものである。 

 

 

４．支払手数料等 

 

 終了事業年度 

 2022年３月31日  2021年３月31日 

 単位：百万円  単位：百万円 

    

支払保証料（注記27） (717)  (866) 

 (717)  (866) 
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５．予想信用損失 

 

以下の表は財務報告日における当社の金融商品の信用リスクにかかる 大のエクスポージャーと減損損失引当額を表し

ている。財政状態計算書に計上されない金融商品で、契約相手が倒産した場合に当社が損失リスクにさらされるような金

融商品についても開示されている。 

 

 2022年３月31日現在 

 
信用リスクに係る 大 

エクスポージャー 
 損失引当額 

 単位：百万円  単位：百万円 

  

現金および現金同等物 241  - 

その他の債権 2,163,323  256 

差入現金担保（注記16） 120,416  - 

合計 2,283,980  256 

 

 2021年３月31日現在 

 
信用リスクに係る 大 

エクスポージャー 
 損失引当額 

 単位：百万円  単位：百万円 

  

現金および現金同等物 557  - 

その他の債権 2,458,808  111 

差入現金担保（注記16） 115,240  - 

合計 2,574,605  111 

 

以下の表はIFRS第９号の減損要件の対象とならない金融資産についての信用リスクに係る 大エクスポージャーについ

ての分析を含んでいる。 

 

 2022年３月31日現在  2021年３月31日現在 

 帳簿価額  帳簿価額 

 単位：百万円  単位：百万円 

  

デリバティブ金融資産（注記14） 223,181  183,149 

受入現金担保（注記21） (60,610)  (38,840) 

合計 162,571  144,309 

 

以下の表は内部の信用格付け別の貸付金に関する信用リスクに係るエクスポージャーと会計期間末のステージ階層を表

している。内部格付けの分類は以下のようになされている。 

 

1) ７ノッチの 良信用格付：AAA から A- まで 

2) ３ノッチの優良信用格付：BBB+ から BBB- まで 

3) ３ノッチの投機的信用格付：BB+ から BB- まで 

4) ３ノッチの著しく投機的な信用格付：B+ から B- まで 

5) １ノッチの重要な信用リスクが存在する格付：CCC 

6) ３ノッチの倒産状態の格付：CC から D まで 
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内部格付けは、一年以上の中長期的な視点から債務者の信用力を評価するために、景気変動による影響を考慮に入れた

上で付与されている。特に、内部信用格付けは、債務者や与信枠の基本的条件に加え、中長期的な債務履行能力や債務履

行の確実性を評価した上で付与されている。 

 
 
  2022年３月31日現在 

  ステージ１  ステージ２  ステージ３  合計  

  単位：百万円  単位：百万円  単位：百万円  単位：百万円  

内部信用格付け       

AAA / A-  151,163  -  -  151,163  

BBB+ / BBB-  2,012,160  -  -  2,012,160  

BB+ / BB-  -  -  -  -  

B+ / B-  -  -  -  -  

CCC  -  -  -  -  

CC / D  -  -  -  -  

総帳簿価格  2,163,323  -  -  2,163,323  

損失引当金  (256)  -  -  (256)  

帳簿価格  2,163,067  -  -  2,163,067  

 

  2021年３月31日現在 

  ステージ１  ステージ２  ステージ３  合計  

  単位：百万円  単位：百万円  単位：百万円  単位：百万円  

内部信用格付け       

AAA / A-  276,385  -  -  276,385  

BBB+ / BBB-  2,182,423  -  -  2,182,423  

BB+ / BB-  -  -  -  -  

B+ / B-  -  -  -  -  

CCC  -  -  -  -  

CC / D  -  -  -  -  

総帳簿価格  2,458,808  -  -  2,458,808  

損失引当金  (111)  -  -  (111)  

帳簿価格  2,458,697  -  -  2,458,697  

 

以下の表は会計期間期初と期末時点の間における、当社の金融商品に対する損失引当金の変動を示している。 

 

   

  

関係会社へ 

の貸付金 

ステージ１ 

 

ローン・ 

コミットメント 

ステージ１ 

 合計 

  単位：百万円  単位：百万円  単位：百万円 

2021年４月１日現在の損失引当金  110  1  111 

ステージ１への移動  -  -  - 

ステージ２への移動  -  -  - 

ステージ３への移動  -  -  - 

期中に消滅した金融資産  (110) (1) (111) 

新たに発生もしくは購入された 

金融資産 
 

219  37  256 

償却  -  -  - 

モデル／リスクパラメータの変化  -  -  - 

外国為替による調整  -  -  - 

2022年３月31日現在の損失引当金  219  37  256 
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 報告期間中に、ステージ２もしくはステージ３に分類された金融資産あるいはオフバランスシート金融資産はなかっ

た。 
 
   

  

関係会社へ 

の貸付金 

ステージ１ 

 

ローン・ 

コミットメント 

ステージ１ 

 合計 

  単位：百万円  単位：百万円  単位：百万円 

2020年４月１日現在の損失引当金  188  1  189 

ステージ１への移動  -  -  - 

ステージ２への移動  -  -  - 

ステージ３への移動  -  -  - 

期中に消滅した金融資産  (188) (1) (189) 

新たに発生もしくは購入された 

金融資産 
 

 

110 
 

1  

 

111 

償却  -  -  - 

モデル／リスクパラメータの変化  -  -  - 

外国為替による調整  -  -  - 

2021年３月31日現在の損失引当金  110  1  111 

 

 報告期間中に、ステージ２もしくはステージ３に分類された金融資産あるいはオフバランスシート金融資産はなかっ

た。 

 

 

６．純トレーディング収益／（損失） 

 

 終了事業年度 

 2022年３月31日  2021年３月31日 

 単位：百万円  単位：百万円 

    

デリバティブ金融商品に関する純トレーディング収益／（損失） 108,327  168,031 

純外国為替換算利益 2,128  3,936 

 110,455  171,967 

 

当社は外国為替の換算や金利の変動などから生ずるリスクをデリバティブを用いて管理している。これらの変動を相

殺するためにリスク管理目的で保有しているデリバティブから生じる利益および損失は、純トレーディング収益／（損

失）に含まれる。 

 

区分処理が適用され、組込デリバティブが公正価値で測定されている混合金融商品については、ヘッジ・デリバティ

ブから生じる損益は、組込デリバティブによる損益と相殺されている。区分処理されていない金融商品に関しては、ヘッ

ジ・デリバティブから生じる損益が、純トレーディング収益／（損失）の中で認識される損益の変動要因となる。 

 

前年同期と比較した場合、当事業年度の純トレーディング収益／（損失）の収益の減少の大半は、純損益を通じて公

正価値で測定される金融商品に指定された金融負債に紐づいたヘッジ・デリバティブによるものである。この減少は、対

応する純損益を通じて公正価値で測定される金融商品に指定された金融負債に関する純利益／（損失）の損失の減少によ

って大半が相殺されている（注記７を参照のこと。）。 

 

金融商品に関する当社の取扱内容および範囲に関する情報は、注記23「リスク管理」で開示されている。 

 

-405-



 

 

７．純損益を通じて公正価値で測定される金融商品に指定された金融負債に関する純利益／（損失） 

 

 終了事業年度 

 2022年３月31日  2021年３月31日 

 単位：百万円  単位：百万円 

    

純損益を通じて公正価値で測定される金融商品に指定された金

融負債に関する純利益／（損失） 

 

(109,496) 
 

 

(171,229) 

 (109,496)  (171,229) 

 

純損益を通じて公正価値で測定される金融商品に指定された金融負債に関連する支払利息、公正価値の変動および取

引費用から生ずる利益および損失は、純トレーディング収益／（損失）に含まれる為替換算調整額を除き、純損益を通じ

て公正価値で測定される金融商品に指定された金融負債に関する純利益／（損失）で認識されている（注記６を参照のこ

と。）。 

 

純損益を通じて公正価値で測定される金融商品に指定された金融負債に関する純利益／（損失）の損失の減少は、純損

益を通じて公正価値で測定される金融商品に指定された金融負債に紐づいたヘッジ・デリバティブから生じる純トレーデ

ィング収益／（損失）（注記６を参照のこと。）の収益の減少によって大半が相殺されている。 

 

 

８．その他の営業利益／（損失） 

 

 終了事業年度 

 2022年３月31日  2021年３月31日 

 単位：百万円  単位：百万円 

    

事前確認制度の調整（注記27） -  1,053 

雑益（注記27） 95  142 

 95  1,195 

 

事前確認制度 

 

当社は、2018年４月１日から始まり2022年３月31日に終わる期間において有効な国内事前確認制度（以下「国内APA」

という。）をオランダと日本の二重課税を回避するために適用しており、オランダ税務当局は、2019年６月５日に当該国

内APAの更新を承認した。前事業年度および当事業年度に関し、NHIと当社は国内APAに定められている条項に基づく調整

金額を決済することに同意した。前事業年度についてはNHIから事前確認制度の調整金額を受け取った。しかし、当社と

NHIは当事業年度末日現在課税所得に基づく支払い義務を負っていないため、当事業年度において国内APAに関連する損益

は発生していない（前事業年度：1,053百万円の利益がその他の営業利益／（損失）に含まれている。）。 
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９．給与および社会保障費 

 

 終了事業年度 

 2022年３月31日  2021年３月31日 

 単位：百万円  単位：百万円 

    

給与 (148)  (143) 

年金保険料 (27)  (27) 

社会保障および福利厚生費 (18)  (18) 

 (193)  (188) 

 

 

10．従業員数 

 

当事業年度末日現在、当社の従業員はオランダで働いている13名であった（前事業年度：14名）。当事業年度末日現

在、その13名のうち、７名は非常勤の従業員であった（前事業年度：８名）。 

 

 

11．一般管理費 

 

 終了事業年度 

 2022年３月31日  2021年３月31日 

 単位：百万円  単位：百万円 

    

業務委託費（注記27） (518)  (486) 

法人所得税以外の税金 (1,005)  (1,202) 

独立監査人に対する報酬* (42)  (55) 

その他専門家報酬 (27)  (35) 

管理費（注記27） (112)  (112) 

その他 (4)  (8) 

 (1,708)  (1,898) 

 
*独立監査人に対する報酬 

     

  終了事業年度 

  2022年３月31日  2021年３月31日 

  単位：百万円  単位：百万円 

     

監査証明業務に基づく報酬  (21)  (21) 

非監査業務に基づく報酬  (21)  (34) 

  (42)  (55) 
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12．税金 

 

当事業年度および前事業年度に関する法人所得税費用の内訳は以下のとおりである。 

 

 終了事業年度 

 2022年３月31日  2021年３月31日 

 単位：百万円  単位：百万円 

当期税金：    

当期法人所得税 (336)  (267) 

過年度の法人所得税に関する調整 (2)  1 

繰延税金：    

法人所得税率の変更による影響 20  86 

過年度の繰延税金に関する調整 -  130 

一時差異の発生および戻入に関する繰延税金 (117)  (11) 

法人所得税費用 (435)  (61) 

 
 
 

 
終了事業年度 

 2022年３月31日  2021年３月31日 

 単位：百万円  単位：百万円 

    

税引前利益 1,748  1,067 

    

オランダの法定法人所得税率による税額 (451)  (267) 

過年度の法人所得税率による調整額 (2)  1 

法人所得税率の変更による影響額 20  86 

過年度の繰延税金に関する調整 -  130 

課税所得と会計上の利益の永久差異の影響 (2)  (11) 

法人所得税費用 (435)  (61) 

 

2022年１月１日現在の法定所得税率は25.8％に上昇した（前事業年度：25％）。実効税率は26.06％（前事業年度：

25.96％）である。前事業年度において、以前公表されたオランダの法人所得税率の低減（21.7％）は施行されず、法人

所得税率は2021年に25％に維持された。オランダの法人所得税率の変更の影響は、両期間とも上記法人所得税率の変更に

よる影響額に含まれている。 
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未収還付法人所得税および繰延税金資産および負債の変動は以下のとおりである。 

 

 終了事業年度 

 2022年３月31日  2021年３月31日 

 単位：百万円  単位：百万円 

未収還付法人所得税（未払法人所得税）    

期首残高 122  (51) 

納付額 452  516 

損益計上額 (338)  (266) 

その他の変動 1  (77) 

期末残高 237  122 

    

繰延税金資産および負債    

期首残高 (2,579)  (3,062) 

自己の信用リスクの変化に起因する繰延税金 (513)  809 

法人所得税率の変更による影響 (83)  (445) 

過年度の繰延税金に関する調整 -  130 

一時差異に関連した減少 (117)  (11) 

期末残高 (3,292)  (2,579) 

 

繰延税金資産および負債は、財政状態計算書上の帳簿価額と課税標準との一時差異に対して認識されている。繰延税金

は、税額基準の測定と課税所得の認識のタイミングの違いにより生じる。当社の繰延税金資産および負債の大半は、デリ

バティブ金融商品および純損益を通じて公正価値で測定される金融商品に指定された金融負債の評価に関連する。 

 

当事業年度および前事業年度において、財政状態計算書に計上された繰延税金の構成要素は以下のとおりである。 

 

  終了事業年度 

  2022年３月31日  2021年３月31日 

  単位：百万円  単位：百万円 

自己の信用リスクに起因する繰延税金  (3,832) (3,215) 

金融商品の評価  476 610 

金融商品の損失引当金  64 26 

  (3,292) (2,579) 
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13．金融商品の分類の概要 

 

 2022年３月31日現在 

 単位：百万円 

 

償却原価で 

計上される 

金融資産 

純損益を 

通じて公正 

価値で測定 

されることが 

求められる 

金融商品 

償却原価で 

計上される 

金融負債 

純損益を 

通じて公正 

価値で測定 

される金融 

商品に指定 

された金融 

負債 合計 

      

関係会社および関連当事者への貸付金 2,161,431 - - - 2,161,431 

デリバティブ金融資産 - 223,181 - - 223,181 

現金および現金同等物 241 - - - 241 

その他の資産      

- 担保金の支払い額（注記16） 120,416 - - - 120,416 

金融資産合計 2,282,088 223,181 - - 2,505,269 

      

      

社債およびその他の借入金 - - 202,573 - 202,573 

純損益を通じて公正価値で測定される

金融商品に指定された金融負債 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1,162,533 

 

1,162,533 

関係会社からの借入金 - - 787,126 - 787,126 

デリバティブ金融負債 - 249,430 - - 249,430 

その他の負債      

- 受入担保金（注記21） - - 60,610 - 60,610 

金融負債合計 - 249,430 1,050,309 1,162,533 2,462,272 
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 2021年３月31日現在 

 単位：百万円 

 

償却原価で 

計上される 

金融資産 

純損益を 

通じて公正 

価値で測定 

されることが 

求められる 

金融商品 

償却原価で 

計上される 

金融負債 

純損益を 

通じて公正 

価値で測定 

される金融 

商品に指定 

された金融 

負債 合計 

      

関係会社および関連当事者への貸付金 2,457,199 - - - 2,457,199 

デリバティブ金融資産 - 183,149 - - 183,149 

現金および現金同等物 557 - - - 557 

その他の資産      

- 担保金の支払い額（注記16） 115,240 - - - 115,240 

金融資産合計 2,572,996 183,149 - - 2,756,145 

      

      

社債およびその他の借入金 - - 254,737 - 254,737 

純損益を通じて公正価値で測定される

金融商品に指定された金融負債 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1,334,609 

 

1,334,609 

関係会社からの借入金 - - 896,182 - 896,182 

デリバティブ金融負債 - 192,736 - - 192,736 

その他の負債      

- 受入担保金（注記21） - - 38,840 - 38,840 

金融負債合計 - 192,736 1,189,759 1,334,609 2,717,104 

 

14．デリバティブ金融商品 

 

 
2022年３月31日 

現在 
 

2021年３月31日 

現在 

 単位：百万円  単位：百万円 

プラスの公正価値    

    

外国為替関連デリバティブ 33,125  27,068 

金利関連デリバティブ 25,458  34,883 

株式関連デリバティブ 43,656  39,223 

コモディティ・デリバティブ 119,685  79,248 

クレジット・デリバティブ 1,257  2,727 

 223,181  183,149 

マイナスの公正価値    

    

外国為替関連デリバティブ 120,026  111,642 

金利関連デリバティブ 26,187  28,107 

株式関連デリバティブ 94,129  48,912 

コモディティ・デリバティブ 4,853  2,383 

クレジット・デリバティブ 4,235  1,692 

 249,430  192,736 

 

上記の表は、流動および非流動デリバティブ金融資産・負債を表している。  
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2022年３月31日 

現在 
 

2021年３月31日 

現在 

 単位：百万円  単位：百万円 

想定元本額    

    

外国為替関連デリバティブ 701,764  1,144,041 

金利関連デリバティブ 596,528  801,529 

株式関連デリバティブ 511,742  506,968 

コモディティ・デリバティブ 108,000  37,000 

クレジット・デリバティブ 187,316  223,162 

 2,105,350  2,712,700 

 

上記のすべての表には区分処理された組込デリバティブが含まれている。各デリバティブの分類には、複数のリスク要

素を参照するデリバティブが含まれている。たとえば金利関連には、金利リスクに加え外国為替リスクを参照する複合型

のデリバティブが含まれる。 

 

外国為替に関連するすべてのデリバティブおよび上記のその他のデリバティブは、区分処理された組込デリバティブを

除き、野村グループとの取引である。 

 

当社では自社のミディアム・ターム・ノートポートフォリオの管理において、ヘッジを目的としてデリバティブを利用

している。これにより、当社は自社の資産および負債から生じる市場リスクと金利リスクを低減している。 

 

デリバティブの公正価値を算定する際には信用評価調整および負債評価調整が考慮される。当社は担保金を交換してい

るため信用評価調整および負債評価調整額は僅少である（注記16および注記21を参照のこと。）。 

 

 

15．現金および現金同等物 

 

残高は、使途に制限がない銀行預金のみである。 

 

 

16．その他の資産 

 

 
2022年３月31日 

現在 
 

2021年３月31日 

現在 

 単位：百万円  単位：百万円 

その他の非流動資産:    

施設および設備 1  3 

 1  3 

 

 
2022年３月31日 

現在 
 

2021年３月31日 

現在 

 単位：百万円  単位：百万円 

その他の流動資産:    

担保金の支払額（注記5,27） 120,416  115,240 

その他 1,743  2,648 

 122,159  117,888 
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当社は関連当事者との間で締結した国際スワップ・デリバティブズ協会（以下「ISDA」という。）制定の担保契約書に

基づき、デリバティブの取引相手方に対して、デリバティブ取引に関連した担保金を差し入れている。その他は主に未収

利息が含まれている。 

 

 

17．発行済および払込済株式資本および剰余金 

 

授権資本は、１株当たり額面金額454ユーロの普通株式315,000株である。発行済および払込済株式資本は、１株当たり

額面金額454ユーロの株式113,000株である。 

 

発行済株式および剰余金の増減の調整項目は以下のとおりである。 

 

 
2022年３月31日 

現在 
 

2021年３月31日 

現在 

発行済および払込済株式資本（発行価額）（百万円） 8,402  8,402 

発行済および払込済株式（千株） 113  113 

１株当たり額面金額（ユーロ） 454  454 

発行済株式（額面）（千ユーロ） 51,302  51,302 

為替レート（ユーロ対円） 136.270  129.775 

発行済および払込済株式資本（百万円） 6,991  6,658 

 

発行済および払込済株式資本と発行済および払込済株式資本の発行価額との差額については剰余金において以下のとお

り表示されている。 

 

 
2022年３月31日 

現在 
 

2021年３月31日 

現在 

 単位：百万円  単位：百万円 

    

発行済および払込済株式資本（発行価額） 8,402  8,402 

発行済および払込済株式資本 6,991  6,658 

為替換算差額 1,411  1,744 

 

オランダ民法典第２：373条第５項の求めにより、発行済および払込済株式資本勘定は、発行済および払込済株式資本

の額面価格を用いて測定され、報告日現在の終値を用いてユーロから円へ換算されている。報告日現在の、発行済および

払込済株式資本の発行価額と帳簿価額の差異は、為替換算調整勘定に計上されている。 

 

 

18．支払配当金 

 

当事業年度において、支払われた配当金はない。（前事業年度においては、5,300百万円が株主に配当金として支払われ

た。）。 
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19．社債およびその他の借入金 

 

a. 非流動負債に含まれる社債およびその他の借入金 

 

 終了事業年度 

 2022年３月31日  2021年３月31日 

 単位：百万円  単位：百万円 

    

期首残高 242,203  315,818 

償還 (29,460)  (46,207) 

流動負債への分類変更 (50,728)  (25,598) 

その他の変動 (409)  (1,810) 

期末残高 161,606  242,203 

 

b. 流動負債に含まれる社債およびその他の借入金 

 

 終了事業年度 

 2022年３月31日  2021年３月31日 

 単位：百万円  単位：百万円 

    

期首残高 12,534  64,332 

償還 (20,397)  (75,436) 

非流動負債からの分類変更 50,728  25,598 

その他の変動 (1,898)  (1,960) 

期末残高 40,967  12,534 

 

 

上記表中のその他の変動は、主に外国為替の変動により生じたものである。 

 

 

20．純損益を通じて公正価値で測定される金融商品に指定された金融負債 

 

a. 純損益を通じて公正価値で測定される金融商品に指定された非流動金融負債 

 

 終了事業年度 

 2022年３月31日  2021年３月31日 

 単位：百万円  単位：百万円 

    

期首残高 797,915  917,855 

発行 322,935  243,222 

償還 (212,639)  (176,719) 

流動負債への分類変更 (158,307)  (206,246) 

外国為替の変動 10,207  1,162 

公正価値の変動 (36,572)  16,110 

自己クレジットリスクの変動 (2,297)  3,375 

その他の変動 252  (844) 

期末残高 721,494  797,915 
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b. 純損益を通じて公正価値で測定される金融商品に指定された流動金融負債 

 

 終了事業年度 

 2022年３月31日  2021年３月31日 

 単位：百万円  単位：百万円 

    

期首残高 536,694  413,668 

発行 232,727  549,204 

償還 (516,118)  (767,738) 

非流動負債からの分類変更 158,307  206,246 

外国為替の変動 9,023  12,378 

公正価値の変動 19,532  124,004 

自己クレジットリスクの変動 308  (164) 

その他の変動 566  (904) 

期末残高 441,039  536,694 

 

 

純損益を通じて公正価値で測定される金融商品に指定された金融負債から生じ、その他の包括利益／（損失）に計上

されている当社の自己の信用リスクに起因する公正価値の変動の影響は、当事業年度において1,989百万円の未実現の利

益（前事業年度は3,239百万円の損失）である。当事業年度末日現在の自己クレジットにかかる評価調整の累積額は

14,851百万円の未実現の利益（前事業年度末日は12,862百万円の未実現の利益）である。当社はセカンダリー・マーケッ

トの価格を参照して自己のクレジットスプレッドを計算している。 

 

 当社が発行する債券の契約上の償還額は、様々な指数に連動することがある。当社はリスク管理の目的で、指数の変動

から生じるリスクをヘッジするためにデリバティブ取引を利用している。注記24. 公正価値に開示されているとおり、

契約上の債務は、報告日現在のパラメータとモデルを用いた金融商品の公正価値測定に含まれている。OCA金額は上記で

個別に開示されている。 

 

 元本保護債券は、当事業年度末日現在、帳簿価額が313,456百万円、元本債務が374,989百万円（前事業年度末日現在：

帳簿価額440,941百万円、元本債務498,852百万円）である。 

 

21．その他の負債 

 

 
2022年３月31日 

現在 
 

2021年３月31日 

現在 

 単位：百万円  単位：百万円 

    

受入担保金（注記5,27） 60,610  38,840 

その他 3,081  3,382 

 63,691  42,222 

 

当社は関連当事者との間で締結したISDA制定の担保契約書に基づき、デリバティブの取引相手から、デリバティブに関

連した担保金を受け入れている。その他に含まれている主なものは未払利息およびその他の未払費用である。 
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22．コミットメントおよび偶発債務 

 

当社は当事業年度末日現在、野村グループに対する貸付契約の未実行残高として371,413百万円（前事業年度末日現

在：241,613百万円）のコミットメント残高がある。未実行の貸付契約は実行される時点までは財政状態計算書に計上さ

れない。 

 

 

23．リスク管理 

 

当社のリスク管理業務は、当社が管理しなければならない特定のリスクの評価と移転に関わっている。 も重要なリス

クの種類は、市場リスク、信用リスク、流動性リスクおよびオペレーショナル・リスクである。市場リスクには、為替リ

スク、価格リスク、金利リスクが含まれる。 

 

当社の主な目的は、野村グループのために資金調達会社として活動することである。そのために当社は、株式、金利、

為替、信用、コモディティを含む、これらに限定されないさまざまな異なるインデックスに連動したリターンが付いた社

債を発行している。当社は、このような金融商品から生じる重大な市場リスクを取り除くという意図を持って、デリバテ

ィブ金融商品を使用し、結果として生じるそのリスクを積極的に管理している。このようなデリバティブ金融商品の取引

相手は野村グループに限られている。 

 

当社の金融商品には、貸付金、野村グループの他の会社から受け入れまたは差し入れる担保金、社債およびその他の借

入金、純損益を通じて公正価値で測定される金融商品に指定された金融負債、デリバティブおよび関係会社からの借入金

が含まれている。 

 

グループのリスク・アペタイト 

 

野村グループは、戦略目標と事業計画を達成するために許容するリスクの種類および量を決定し、リスク・アペタイ

ト・ステートメントの中に定めている。この文書は、チーフ・リスク・オフィサー（以下「CRO」という。）、チーフ・フ

ィナンシャル・オフィサー（以下「CFO」という。）およびチーフ・コンプライアンス・オフィサー（以下「CCO」とい

う。）が共同して経営会議（以下「EMB」という。）に提出し承認を受ける。その後、役員側から提起された関連議案に同

意する権限を通じて、さらにリスク委員会（以下「BRC」という。）で検討される。 

 

リスク・アペタイト・ステートメントは、自己資本充実度、流動性、財務リスクおよび非財務リスクを集約的な見地か

ら定めている。リスク・アペタイト・ステートメントに対してはその各担当者によって定期的なモニタリングが行われ、

リミット抵触があった場合には適宜上層部に対し報告が行われている。 

 

野村グループのリスク・アペタイト・ステートメントに対しては、EMBが少なくとも一年に一度は検証を行うことが求

められているものの、必要に応じて適宜見直しが行われるほか、野村グループの戦略に重大な変更が生じた場合には、そ

れを受けて具体的に見直しを行うことが必要となっている。リスク・アペタイトは野村グループのリスク管理体制の基礎

をなすものである。 

 

グローバル・リスク管理体制 

 

業務の健全かつ円滑な運営に資することを目的として、EMBの委任を受け、グループリスク管理会議（以下「GRMC」と

いう。）は野村グループの統合リスク管理にかかる重要事項を審議、決定している。GRMCは野村グループのリスク・アペ

タイトに整合した統合リスク管理の枠組みの整備を行っている。またGRMCは、リスク管理の枠組みを整備することを通じ
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て野村グループのリスク管理を監督している。GRMCは、リスク管理に関する重要な事項その他議長が必要と認める事項に

ついて、NHIの取締役会およびEMBに報告を行っている。 

 

加えて、GRMCは、EMBの委譲を受け、リスク管理規程を策定し、リスク管理の基本方針を含む野村グループ全体のリス

ク管理の枠組みについて定めている。 

 

  GRMCの委任を受けたグローバル・ポートフォリオ委員会（以下「GPC」という。）は、グローバルポートフォリオの集中

リスク管理にかかる事案を審議・決定している。 

 

CROはリスク・マネジメント部門における全般的な戦略および方針を構築する責任を有する。CROは、野村グループ内の

事業部門から独立して、リスク・マネジメント部門を監督し、リスク管理体制の有効性を維持する責任を負っている。

CFOは、野村グループの財務戦略全般の責任を負い、EMBの決定に基づいた野村の流動性管理に関する業務上の権限と責任

を有している。CCOは、リーガル・コンプライアンス・コントロール部門（以下「LCC」という。）を監督し、非財務リス

ク管理体制（オペレーショナル・リスクおよびレピュテーショナル・リスク）の有効性を維持する責任を負っている。リ

スク・マネジメント部門、ファイナンス部門およびLCC部門は、野村グループの収益責任を負う部門等から独立して設置

された、部署または組織で構成されている。これらの３部門は、リスク管理にかかるプロセスの構築と運用、リスク管理

の方針と規程類の整備と周知、リスク管理の手法の有効性の検証、野村グループ各社からの報告の受領、担当役員および

GRMCその他関係者への報告だけでなく、必要に応じて、行政当局への報告およびリスク管理手法等の承認申請に責任を負

っている。重要なリスク管理問題はこれらの３部門とCRO、CFOおよびCCOとの間で緊密にコミュニケーションがされてい

る。CRO、CFOおよびCCOは、特定のリスク問題を報告するために、EMBおよびGRMCの会議に定期的に出席している。 

 

 規定や実施手続はガバナンス上必要不可欠なツールであり、野村のリスク管理を円滑に行うための基本方針、規則、基

準や特定のプロセスが定義されている。リスク管理の実務は、これらの規程および実施手続に基づいて機能するように設

計されている。 

 

リスクに関する経営情報（以下「マネジメント・インフォメーション」という。）の算出と集計、報告およびモニタリ

ングは、適切なリスク管理体制に不可欠である。マネジメント・インフォメーションの目的は、適切な上申と意思決定、

および対応策の策定に資する情報を提供することである。リスク・マネジメント部門、ファイナンス部門およびLCC部門

は、リスク・アペタイトに対応するポジションの状況に関するマネジメント・インフォメーションを定期的に取りまとめ

る責任を有する。マネジメント・インフォメーションは、リスク・カテゴリー全般にわたる情報を含み、また各リスクの

特定および評価のためのさまざまなリスク管理手法を使用して作成される。これらの３部門は、マネジメント・インフォ

メーションに関するデータを適切に管理する責任を有する。 

 

当社の定性的および定量的リスク管理 

 

市場リスク 

 

市場リスクは、市場のリスク・ファクター（金利、為替、有価証券等の価格等）の変動により、保有する金融資産およ

び負債（オフ・バランスを含む）の価値が変動し、損失を被るリスクである。市場リスクを適切に管理するためには、不

断に変動する世界的な市場環境の中で複雑かつ変化し続けるポートフォリオを分析し、損失に繋がる可能性のある傾向を

把握したうえで、適時に適切な対応を取る能力が必要となる。当社は、貸付金およびミディアム・ターム・ノートのエク

スポージャーを経済的にヘッジするためにデリバティブ契約を締結しており、市場リスクを 小限に抑えている。デリバ

ティブの満期は、ヘッジされているミディアム・ターム・ノートの満期と一致している。 
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金利および株価リスク 

金利または通貨関連デリバティブやエクイティスワップの利用を通じ、金利や株価のエクスポージャーのヘッジを行う

ことが当社の方針である。 

 

当社は、ミディアム・ターム・ノート発行により短期あるいは長期の資金の調達を行っている。当社は、固定あるいは

変動金利により必要な通貨の借入を行い、その上で金利および通貨デリバティブを使用して必要なヘッジ・プロファイル

を得ている。これは、関連する資産および負債の利払日のマッチング等も含んでいる。 

 

 金利エクスポージャーに関して上記のヘッジ方針を適用しているため、当事業年度末日現在および前事業年度末日現

在、当社は重大な金利エクスポージャーを有していない。 

 

為替エクスポージャー 

為替エクスポージャーは、当社の機能通貨以外の通貨で表される貨幣性資産および貨幣性負債から構成される。当社の

活動から生じるすべての重要な為替ネット・エクスポージャーは、外国為替関連デリバティブおよび／または通貨デリバ

ティブを用いて積極的にヘッジされている。 

 

為替エクスポージャーのトレーディングを行わないことは当社の方針であり、したがってすべての通貨デリバティブ取

引は、ヘッジ目的のみで行われる。 

 

為替エクスポージャーに関して上記のヘッジ方針を適用しているため、当事業年度末日現在および前事業年度末日現

在、当社は重大な為替エクスポージャーを有していない。 

 

信用リスク 

 

信用リスク管理 

信用リスクとは、債務者が、債務不履行、破産または法的手続等の結果として、予め合意した条件通りに契約上の義務

を履行できないことにより損失を被るリスクをいい、オフ・バランス資産に係る損失を含む。当該リスクはまた、カウン

ターパーティーの信用力低下を反映した信用評価調整額の計上により損失を被るリスクを含む。 

 

野村グループにおける信用リスクの計測、モニタリングおよび管理に関する事項は、グローバル・ポリシーおよびプロ

シージャーで規定されている。クレジット・リスク・マネジメント部門（以下「CRM」という。）は、リスク・マネジメン

ト部門内のグローバルな組織として、これらのポリシーやプロシージャーの実装、管理に責任を負う。信用リスクは、

CRMならびに、グローバルおよび地域の各種リスク・コミッティにより管理されており、重大な信用リスクの把握やクレ

ジット・リミットの遵守の徹底のほか、多額の与信の提供に関する承認や、シニア・マネジメントがリスクの集中に関す

る承認を行う体制を確保している。信用リスク管理部署はリスク・モデル・バリデーション・グループ内に設置されてお

り、CRMから独立した立場で、野村の内部格付制度に関する検証が適切に実施される体制を確保し、制度に問題があれば

その速やかな解決のために、シニア・マネジメントに報告する。この部署は、内部格付制度が正確、かつリスクを予知で

きるものであることを確認し、シニア・マネジメントに対して定期的に制度に関する報告を行う。 

 

金融資産の信用度 

 当社は、その他の関連当事者と同様に、当社発行社債の保証人の一社であるNHIの、全額出資子会社である。従って、

当事業年度末現在、当社は野村グループの信用格付を、NHIがS&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社より付与

されたBBB+と同等であると考えている。 

 

 当社は貸付金およびデリバティブ金融商品について野村グループとのみ取引を行っている。S&Pグローバル・レーティ
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ング・ジャパン株式会社によって示されているように、NHIの外部の信用格付けは債務履行能力を十分に保持しているこ

とを示している指標と見なされる。その結果、当社は信用リスクは 小限に抑えられていると考えている。 

 

信用リスク低減手法 

前述のとおり、当社は信用リスクに対するエクスポージャーを抑えるために、ISDAマスター契約またはそれに相当する

契約（以下「マスターネッティング契約」という。）を締結している。これらの契約に従った金融資産と金融負債の相殺

による影響は、財政状態計算書に反映されていない。 

 

金融資産の減損 

当社は金融資産について将来予想される信用損失を評価している。上記の注記2.3 e）にあるとおり、各財務報告日に

おいて係る信用損失に対する引当金を認識している。 

 

すべての貸付金は野村グループとの間の取引である。当事業年度および前事業年度における減損の金額については、注

記27を参照すること。 

 

資金流動性リスク 

 

資金流動性リスク管理 

野村グループでは、資金流動性リスクを野村グループの信用力の低下または市場環境の悪化により必要な資金の確保が

困難になる、または通常より著しく高い金利での資金調達を余儀なくされることにより損失を被るリスクであると定義し

ている。このリスクは、市場において有担保あるいは無担保調達が不可能になる、野村グループの信用格付が低下する、

予定外の資金需要の変化に対応できない、迅速かつ 小の損失での資産の流動化ができない、あるいは、野村グループ会

社間の自由な資金移動が妨げられる規制資本上の制約に関する変化等、市場全体の事情や野村グループ固有の事情により

発生する。資金流動性リスク管理については、EMBが定める流動性リスク・アペタイトに基づくことを基本方針としてい

る。野村グループの資金流動性管理は、市場全体が流動性ストレス下にある場合において、またそれに加えて野村グルー

プ固有の流動性ストレス下にある場合においても、それぞれ１年間、および30日間にわたり、無担保による資金調達を行

わなくても、保有資産を維持しつつ業務を継続することができる十分な資金流動性を常に確保することを主な目的として

いる。 

 

野村グループは、主な流動性維持の目的を達成可能とする、さまざまな資金流動性リスク管理フレームワークを定めて

いる。このフレームワークには、(1) 余剰資金の集中管理と流動性ポートフォリオの維持、(2) 流動性ポートフォリオ以

外の担保未提供資産の活用、(3) 資産構成等に見合った資金調達ならびに調達手段の多様化および調達期間の分散、(4) 

野村グループ各社に対する与信枠の管理、(5) 流動性ストレス・テストの実行、(6) コンティンジェンシー・ファンディ

ング・プランが含まれる。 

 

EMBは野村グループの資金流動性に関する重要事項についての決定権を有しており、NHIのCFOは、EMBの決定に基づき、

野村グループの資金流動性管理に関する業務を執行する権限と責任を有している。 

 

当社はその主要な役割が野村グループの資金調達であることから、野村グループの流動性リスク管理のフレームワーク

の中に統合されている。 

 

野村グループにおける、満期および調達先の集中を防ぐために、野村グループのグローバル・トレジャリーが資金調達

に係る満期および調達先を積極的にモニタリングし管理している。資金調達手段を確保し、調達時期と調達先の集中を防

ぐために、調達先とその満期の分散が積極的に図られている。 
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契約上の満期別の表 

以下の表は割引前のキャッシュ・フローに基づいているため、要求払いの項目に計上されている純損益を通じて公正価

値で測定される金融商品に指定された金融負債を除いては、財政状態計算書とは一致しない。支払金額または受取金額が

確定していない場合には、開示金額は報告期間の終了日における状況に基づいて決定されている。 

 

デリバティブ金融資産およびデリバティブ金融負債として計上されている組込デリバティブは、当該金融商品の契約上

の満期を表示する目的では、混合金融商品から区分処理されていない。 

 

下記の金融負債の約70.46％（前事業年度：64.06％）は、期限前解約または期限前償還となる可能性があるという特徴

を有している。 

 

金融資産 

 

 2022年３月31日現在 

 要求払い 30日以下 

30日超 

90日以下 

90日超 

１年以下 

１年超 

５年以下 ５年超 合計 

 単位:百万円 単位:百万円 単位:百万円 単位:百万円 単位:百万円 単位:百万円 単位:百万円 

関係会社および関連当事

者に対する貸付金 - 962,340 1,025,302 146,035 250,392 - 2,384,069 

割引前の金融資産合計 - 962,340 1,025,302 146,035 250,392 - 2,384,069 

流動性リスクに対するエ

クスポージャー合計 - 962,340 1,025,302 146,035 250,392 - 2,384,069 

 

 2021年３月31日現在 

 要求払い 30日以下 

30日超 

90日以下 

90日超 

１年以下 

１年超 

５年以下 ５年超 合計 

 単位:百万円 単位:百万円 単位:百万円 単位:百万円 単位:百万円 単位:百万円 単位:百万円 

関係会社および関連当事

者に対する貸付金 - 740,458 1,562,685 156,984 - - 2,460,127 

割引前の金融資産合計 - 740,458 1,562,685 156,984 - - 2,460,127 

流動性リスクに対するエ

クスポージャー合計 - 740,458 1,562,685 156,984 - - 2,460,127 

 

金融負債 

 

 2022年３月31日現在 

 要求払い 30日以下 

30日超 

90日以下 

90日超 

１年以下 

１年超 

５年以下 ５年超 合計 

 単位:百万円 単位:百万円 単位:百万円 単位:百万円 単位:百万円 単位:百万円 単位:百万円 

社債およびその他の借入

金 

 

- 

 

2,321 

 

3,090 

 

27,375 

 

30,739 

 

162,421 

 

225,946 

純損益を通じて公正価値

で測定される金融商品に

指定された金融負債 249,750 20,435 32,357 

 

228,916 481,612 402,794 

 

1,415,864 

関係会社からの借入金 - 391,338 397,160 - - - 788,498 

その他のコミットメント - 243,836 7,088 120,489 - - 371,413 

割引前の金融負債合計 249,750 657,930 439,695 376,780 512,351 565,215 2,801,721 

流動性リスクに対するエ

クスポージャー合計 

 

249,750 

 

657,930 

 

439,695 

 

376,780 

 

512,351 

 

565,215 

 

2,801,721 
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 2021年３月31日現在 

 要求払い 30日以下 

30日超 

90日以下 

90日超 

１年以下 

１年超 

５年以下 ５年超 合計 

 単位:百万円 単位:百万円 単位:百万円 単位:百万円 単位:百万円 単位:百万円 単位:百万円 

社債およびその他の借入

金 - 4,301 1,072 9,563 66,820 195,677 277,433 

純損益を通じて公正価値

で測定される金融商品に

指定された金融負債 231,317 23,034 130,243 194,460 456,227 491,142 1,526,423 

関係会社からの借入金 - 314,057 583,669 - - - 897,726 

その他のコミットメント - 237,180 4,434 - - - 241,614 

割引前の金融負債合計 231,317 578,572 719,418 204,023 523,047 686,819 2,943,196 

流動性リスクに対するエ

クスポージャー合計 231,317 578,572 719,418 204,023 523,047 686,819 2,943,196 

 

以下の表は当社のデリバティブ金融商品の満期の内訳を示している。満期区分に関する分析は、契約上の満期までの残

存期間を基礎としている。 

 

デリバティブ金融商品 

 

 2022年３月31日現在 

 要求払い 30日以下 

30日超 

90日以下 

90日超 

１年以下 

１年超 

５年以下 ５年超 合計 

 単位:百万円 単位:百万円 単位:百万円 単位:百万円 単位:百万円 単位:百万円 単位:百万円 

純額決済される金融デリ

バティブ        

純額決済される金融デリ

バティブ金額 141,357 2,800 5,436 19,049 30,313 46,168 245,123 

割引前の純額決済される

金融デリバティブ合計 141,357 2,800 5,436 19,049 30,313 46,168 245,123 

        

総額決済される金融デリ

バティブ 

       

契約上の債権金額 - 633,669 267,778 18,958 112,320 75,623 1,108,348 

契約上の債務金額 - (638,413) (254,120) (31,852) (117,544) (93,677) (1,135,606) 

割引前の総額決済される

金融デリバティブ合計 

 

- 

 

(4,744) 

 

13,658 

 

(12,894) 

 

(5,224) 

 

(18,054) 

 

(27,258) 

        

割引前の金融デリバティ

ブ合計 141,357 (1,944) 19,094 6,155 25,089 28,114 217,865 
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 2021年３月31日現在 

 要求払い 30日以下 

30日超 

90日以下 

90日超 

１年以下 

１年超 

５年以下 ５年超 合計 

 単位:百万円 単位:百万円 単位:百万円 単位:百万円 単位:百万円 単位:百万円 単位:百万円 

純額決済される金融デリ

バティブ        

純額決済される金融デリ

バティブ金額 76,016 1,632 6,740 25,578 33,992 50,884 194,842 

割引前の純額決済される

金融デリバティブ合計 76,016 1,632 6,740 25,578 33,992 50,884 194,842 

        

総額決済される金融デリ

バティブ        

契約上の債権金額 - 1,747,518 314,343 19,831 102,355 111,421 2,295,468 

契約上の債務金額 - (1,735,458) (312,091) (19,850) (127,115) (114,159) (2,308,673) 

割引前の総額決済される

金融デリバティブ合計 

 

- 12,060 

 

2,252 

 

(19) (24,760) (2,738) 

 

(13,205) 

        

割引前の金融デリバティ

ブ合計 76,016 13,692 8,992 25,559 9,232 48,146 181,637 

 

オペレーショナル・リスク 

 

 野村グループでは、オペレーショナル・リスクを、内部プロセス・人・システムが不適切であること、もしくは機能し

ないこと、または外生的事象が生起することから損失を被るリスク或いは非財務的影響と定義している。オペレーショナ

ル・リスクには、野村グループの非財務リスク分類に定義されているコンプライアンス、リーガル、ITおよびサイバーセ

キュリティ、不正、外部委託先に関わるリスクその他の非財務リスクが含まれる。この定義は、戦略リスクおよびレピュ

テーショナル・リスクを含まないが、上記オペレーショナル・リスクの顕在化の結果として野村グループ各社の評判の悪

化に至ることもあるため、オペレーショナル・リスクとレピュテーショナル・リスクは密接に関連する。 

 

三段階管理 

野村グループは、業界標準である以下の「三段階管理」でオペレーショナル・リスク管理を行うこととしている。 

 

第一段階：財務リスク担当のフロントオフィスの全ての役員および従業員と、非財務リスク担当の全ての役員および従

業員は、リスク管理に関する主要な責任を負い、業務実施に伴う結果を推測し、これらの業務活動から生じたリス

クがリスク・アペタイトに合致していることを証明し、正当化する責任を負っている。 

第二段階：リスク・マネジメントを担当する部門は、第一段階の管理活動を支援、監視し、取締役会およびシニア・マ

ネジメントに報告している。また、第二段階では、第一段階によって確立されたリスク・マネジメント・ガバナン

スを独自に評価している。 

第三段階：内部監査部門は、独立した立場からリスク・マネジメントを審査・評価し、改善のために助言を行い、審

査・評価の結果は監査委員会に報告される。 

 

オペレーショナル・リスク管理の枠組み 

野村グループは、オペレーショナル・リスクの特定、評価、管理、モニタリング、報告が可能となるオペレーショナ

ル・リスク管理（以下「ORM」という。）の枠組みを整備している。EMBより委任を受けたGRMCがこの枠組みに基づくオペ

レーショナル・リスク管理全般を監督している。 

 

ORMの枠組みは、1) 管理の枠組みの基盤、2) 主要な管理活動、3) 管理活動結果の活用から構成されている。当社は野

村グループのORMの枠組みに全面的に統合されている。 
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ORMの枠組みにおいて、主要な管理活動として主なオペレーショナル・リスクを管理するために講じられる措置は下記

のとおりである。 

 

・リスクとコントロールの自己評価：ビジネスにおける固有のオペレーショナル・リスクや、それらのリスク削減のた

めに導入されているコントロールを特定し、更なるリスク削減に向けた対応策を策定することを目的とするプロセ

ス。 

・シナリオ分析：潜在的に影響が大きく、低頻度であるが大規模な損失をもたらす、いわゆるオペレーショナル・リス

ク事象を評価するために用いられるプロセス。 

・オペレーショナル・リスク事象等の報告：内部プロセス・人・システムが不適切または不十分であること、または外

部の事象によって、結果として利益・損失またはその他の影響を生じさせた、もしくはその可能性が見込まれた事象

を特定し報告するために使用されるプロセス。 

・重要なリスク指標：オペレーショナル・リスクにかかるエクスポージャーの監視に使用される指標であり、予め定め

た水準を超えた場合に適切な対応を行うプロセス。 

 

上記の措置を講じた結果、当社は当事業年度末日現在および前事業年度末日現在において重大なオペレーショナル・リ

スクのエクスポージャーを有していなかった。 

 

 

24．公正価値 

 

金融資産および金融負債の公正価値 

 

金融商品の帳簿価額と公正価値の比較 

流動資産に含まれる金融資産および流動負債に含まれる金融負債のうち、関係会社からの借入金を含む償却原価で測定

されるものの帳簿価額は、短期であることから、公正価値と近似している。下記の表は、非流動資産に含まれる関係会社

および関連当事者への貸付金と、非流動負債に含まれる社債およびその他の借入金の帳簿価額と公正価値の比較である。 

 

 2022年３月31日現在 

 帳簿価額  公正価値 

   レベル２ レベル３ 

 単位：百万円  単位：百万円 単位：百万円 

     

関係会社および関連当事者への貸付金 247,880  247,957 - 

社債およびその他の借入金 161,606  156,879 - 

 

 2021年３月31日現在 

 帳簿価額  公正価値 

   レベル２ レベル３ 

 単位：百万円  単位：百万円 単位：百万円 

     

関係会社および関連当事者への貸付金 -  - - 

社債およびその他の借入金 242,203  237,207 - 

 

償却原価で計上され、報告日から満期までの期間が一年超の金融資産に関しては、活発な市場から入手した主要な金利

を用いて計算された割引キャッシュ・フローに基づいて公正価値が決定される。当該貸付金の公正価値の決定にあたって

は、信用リスクおよび当該貸付金の弁済順位が考慮される。 
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償却原価で計上され、報告日から満期までの期間が一年超の金融負債に関しては、報告日現在の相場価格に基づいて公

正価値が決定される。これらの価格は公正価値に有意な影響を及ぼすすべてのインプットが直接的または間接的に観察可

能であるような技法に基づく場合もあれば、観察可能な市場データに基づかないインプットを用いた技法に基づく場合も

ある。 

 

公正価値ヒエラルキー 

 

公正価値オプションを使用して公正価値で測定されるものを含むすべての金融商品は、野村が公正価値を見積もるため

に使用する評価インプットの透明性に基づいて、３段階の階層（公正価値ヒエラルキー）に分類されている。金融商品

は、その公正価値測定に有意な も低いレベルのインプットに基づき、公正価値ヒエラルキーに分類されている。公正価

値ヒエラルキーの３つのレベルは以下のように定義されている。：レベル１は も透明性の高いデータを有し、レベル３

は も透明性の低いデータを有している。 

 

レベル１ 

測定日現在の、同一の金融商品の（未調整の）取引価格を反映した観察可能な評価インプット 

 

レベル２ 

レベル１に含まれる取引価格以外の、直接的に、または、間接的に観察可能な評価インプット 

 

レベル３ 

野村グループの仮定や特定のデータを反映する観察不能な評価インプット 

 

公正価値開示上、当社は、当該資産または負債の内容、特徴、リスクおよび、上記に説明している公正価値ヒエラルキ

ーに基づいて、資産および負債の分類を決定している。 

 

継続的に財務書類で認識される資産および負債に関しては、当社は四半期毎に分類を再評価することにより、レベル間

の移転が生じたかどうかを判断している。 

 

市場で観察可能なデータの利用可能性は商品によって異なり、種々の要素の影響を受ける可能性がある。以下に限ら

ず、有意な要素には、特に商品がカスタマイズされたものである場合、市場における類似する商品の普及度、例えば新商

品であるかまたは比較的成熟しているかどうかというような市場での商品の様態、現在のデータが取得できる頻度および

量などの市場から得られる情報の信頼性などが含まれる。市場が著しく変動している期間は、利用可能で観察可能なデー

タが減少する場合がある。そのような環境の下では、金融商品は公正価値評価の階層の下位レベルに再分類される可能性

がある。 

 

金融商品の分類を決定する際の重要な判断には、商品が取引される市場の性質、商品が内包するリスク、市場データの

種類と流動性、および類似した商品から観察された取引の性質が含まれる。 

 

評価モデルに市場においてあまり観察可能ではないデータあるいは観察不能なデータを使用する場合には、公正価値の

決定過程には当社の重要な判断が含まれる。そのため、レベル１やレベル２の金融商品に比べて、レベル３の金融商品の

評価にはより多くの判断が含まれる。また、新型コロナウイルス感染症拡大の影響下において、より多くの判断が含まれ

る。 

 

下記の表は、毎期経常的に公正価値で測定される金融資産および金融負債を、当社の評価手法に使用しているインプッ

トの透明性に基づき公正価値ヒエラルキーのレベルごとに分類表示したものである。 
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 2022年３月31日現在  2021年３月31日現在 

 帳簿価額 レベル１ レベル２ レベル３  帳簿価額 レベル１ レベル２ レベル３ 

 
単位: 

百万円 

単位: 

百万円 

単位: 

百万円 

単位: 

百万円 
 

単位: 

百万円 

単位: 

百万円 

単位: 

百万円 

単位: 

百万円 

公正価値で測定される金融資産          

デリバティブ金融資産 223,181 - 192,230 30,951  183,149 - 144,028 39,121 

外国為替関連デリバティブ 33,125 - 23,563 9,562  27,068 - 18,312 8,756 

金利関連デリバティブ 25,458 - 6,431 19,027  34,883 - 10,224 24,659 

株式関連デリバティブ 43,656 - 41,597 2,059  39,223 - 34,507 4,716 

コモディティ・デリバティブ 119,685 - 119,685 -  79,248 - 79,248 - 

クレジット・デリバティブ 1,257 - 954 303  2,727 - 1,737 990 

 223,181 - 192,230 30,951  183,149 - 144,028 39,121 

          

 2022年３月31日現在  2021年３月31日現在 

 帳簿価額 レベル１ レベル２ レベル３  帳簿価額 レベル１ レベル２ レベル３ 

 
単位: 

百万円 

単位: 

百万円 

単位: 

百万円 

単位: 

百万円 
 

単位: 

百万円 

単位: 

百万円 

単位: 

百万円 

単位: 

百万円 

公正価値で測定される金融負債          

デリバティブ金融負債 249,430 - 211,803 37,627  192,736 - 151,685 41,051 

外国為替関連デリバティブ 120,026 - 111,065 8,961  111,642 - 102,546 9,096 

金利関連デリバティブ 26,187 - 5,292 20,895  28,107 - 2,745 25,362 

株式関連デリバティブ 94,129 - 86,484 7,645  48,912 - 42,659 6,253 

コモディティ・デリバティブ 4,853 - 4,853 -  2,383 - 2,383 - 

クレジット・デリバティブ 4,235 - 4,109 126  1,692 - 1,352 340 

純損益を通じて公正価値で測定される 

金融商品に指定された金融負債 1,162,533 - 876,348 286,185 
 

 

1,334,609 

 

- 

 

930,877 

 

403,732 

 1,411,963 - 1,088,151 323,812  1,527,345 - 1,082,562 444,783 

 

レベル３の公正価値ヒエラルキーに分類された公正価値測定に関する照合 

 

以下の表は、報告期間の期首残高と期末残高との間に生じた、レベル３に分類された金融商品の公正価値のすべての

変動について、その推移を示したものである。 

 

 2022年３月31日現在 

  純損益を通じて公正

価値で測定される金

融商品に指定された

金融負債 

 デリバティブ 

金融資産 

デリバティブ 

金融負債 

 単位：百万円 単位：百万円 単位：百万円 

    

期首残高 39,121 41,051 403,732 

    

損益計算書および包括利益計算書に含まれている期

間の収益／（損失）の合計* 

 

11,406 

 

(12,402) 

 

15,473 

新規発行 - - 420,014 

決済額 (17,994) 16,647 (325,348) 

レベル３への移動 230 4,030 39,789 

レベル３からの移動 (1,812) (11,699) (267,475) 

期末残高 30,951 37,627 286,185 

    

報告期間末に保有されている金融商品に対する損益

計算書および包括利益計算書に含まれている期間の

未実現利益／（損失）の合計 3,135 

 

 

(7,322) 

 

 

83 
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 2021年３月31日現在 

  純損益を通じて公正

価値で測定される金

融商品に指定された

金融負債 

 デリバティブ 

金融資産 

デリバティブ 

金融負債 

 単位：百万円 単位：百万円 単位：百万円 

    

期首残高 49,423 54,355 186,485 

    

損益計算書および包括利益計算書に含まれている期

間の収益／（損失）の合計* 

 

(30,249) 

 

(16,209) 

 

 

34,340 

新規発行 - - 433,376 

決済額 21,087 (8,086) (257,733) 

レベル３への移動 407 12,259 92,108 

レベル３からの移動 (1,547) (1,268) (84,844) 

期末残高 39,121 41,051 403,732 

    

報告期間末に保有されている金融商品に対する損益

計算書および包括利益計算書に含まれている期間の

未実現利益／（損失）の合計 

 

 

7,609 

 

 

(4,016) 

 

 

(9,452) 

 

*資産については、プラスの残高は利益を、マイナスの残高は損失を表している。負債については、プラスの残高は損失を、マイナスの残高は利

益を表している。 

 

上記の表中のデリバティブに関る損益は、損益計算書中の純トレーディング収益／（損失）に含められている。上記の

表中の、純損益を通じて公正価値で測定される金融商品に指定された金融負債による損益の合計は、損益計算書の中の純

損益を通じて公正価値で測定される金融商品に指定された金融負債に関する純利益／（損失）に含められている。 

 

当事業年度および前事業年度において、レベル１に認識された金融資産および金融負債はない。したがって、レベル１

とレベル２との間での移動は生じなかった。 

 

当社では、公正価値ヒエラルキーの中での金融商品のあるレベルから他のレベルへの移動は、すべて移動が発生した各

四半期期間の期首に起きたものとしている。したがって、上記に計上されている金額は移動が発生した各四半期期間の期

首時点の金融商品の公正価値を表している。 

 

主要な金融商品の評価手法 

 

デリバティブ： 

 

当社が保有しているものは、区分処理された組込デリバティブを含めて、OTCデリバティブのみである。こうした店頭

デリバティブは内部モデルを使用して公正価値を算定するが、この内部モデルでは市場取引価格のほか、市場に基づいた

インプットのモデルへの入力、市場の清算取引に対するモデルの調整、ブローカー・ディーラーの相場価格、合理的な水

準で価格の透明性が認められる他の価格情報などといった、市場で観察される他の証拠を可能な限り用いている。評価手

法としては、単純な割引期待キャッシュ・フロー計算のほか、ブラックショールズ・モデルとモンテカルロ・シミュレー

ションが使われている。有意なインプットすべてが市場の証拠で裏付けられる場合には、区分処理された組込デリバティ

ブを含む店頭デリバティブは公正価値ヒエラルキーのレベル２に分類されている。 
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相関係数、長期ボラティリティ等の有意な観察不能なインプットを用いてモデルを使って算定されるデリバティブは、

レベル３に分類される。当社でレベル３に分類されるデリバティブの例としては、金利関連のエキゾチック・デリバティ

ブ、外国為替関連のエキゾチック・デリバティブ、株式関連のエキゾチック・デリバティブ、金利リスクと外国為替リス

クと株式リスクを組み合わせたエキゾチック・デリバティブ、長期またはエキゾチック・クレジット・デリバティブを含

むその他の取引等がある。 

 

評価手法はパラメーターに依拠するが、こうしたパラメーターは、同等の取引が現状の市場で取引されていない、ある

いは市場データが得られないといったことにより、必ずしも市場で観察可能なものではない。このような評価手法は仮定

に基づいていることから、前提となる仮定が変更となった場合には、これらの評価手法を用いて算定された公正価値も変

わる可能性がある。 

 

当事業年度では、合計で230百万円（前事業年度：407百万円）の金融資産および4,030百万円（前事業年度：12,259百

万円）の金融負債がレベル３へ移動した。金融資産側で移動した金額に含まれる主なものは、株式関連デリバティブの

183百万円（前事業年度：主として株式関連デリバティブの448百万円）であり、一部のボラティリティや相関係数が観察

不能となった、または観察不能なパラメーターの重要度が増したことによりレベル３へ移動した。金融負債側で移動した

金額に含まれる主なものは、株式関連デリバティブの3,727百万円（前事業年度：主として株式関連デリバティブの

11,683百万円）であり、一部のボラティリティや相関係数が観察不能となった、または観察不能なパラメーターの重要度

が増したことによりレベル３へ移動した。 

 

当事業年度では、合計で1,812百万円（前事業年度：1,547百万円）の金融資産と11,699百万円（前事業年度：1,269百

万円）の金融負債がレベル３から移動した。金融資産側で移動した金額に含まれる主なものは、株式関連デリバティブの

1,274百万円（前事業年度：主として株式関連デリバティブの1,220百万円）であり、一部のボラティリティや相関係数が

観察可能となった、または観察不能なパラメーターの重要度が低下したためレベル３から移動した。金融負債側で移動し

た金額に含まれる主なものは、11,654百万円の株式関連デリバティブ（前事業年度：主として株式関連デリバティブの

632百万円）であり、一部のボラティリティや相関係数が観察可能となった、または観察不能なパラメーターの重要度が

低下したためレベル３から移動した。 

 

ミディアム・ターム・ノート： 

 

当社はミディアム・ターム・ノートを発行しており、当該債券は投資家が受け取るリターンを単純な固定もしくは変動

金利の利息から、株式、株価指数、コモディティの価格、外国為替レート、第三者機関による信用格付けやより複雑な金

利などある変数によって変動するリターンに変更させるような要素（すなわち、組込デリバティブ）を内包している。 

 

そのようなミディアム・ターム・ノートの時価は、ミディアム・ターム・ノートに内包されている要素によって、利用

可能な場合は活発な市場における同一の性質を持つ負債の相場価格、利用不可能な場合は、同一の性質を持つ負債が資産

として取引された時の相場価格、類似の負債もしくは類似の負債が資産として取引された時の相場価格、またはディスカ

ウント・キャッシュフロー評価手法（DCF法）とオプション・プライシング・モデルを組み合わせた内部モデルなどの評

価手法を組み合わせて使用することにより決定される。負債性金融商品の公正価値評価のために使用される重要なインプ

ットにはイールドカーブ、期限前償還率、倒産可能性および損失度が含まれる。 

 

評価プロセス 

 

当社は、公正価値ヒエラルキーでレベル３に分類される金融商品を含む、本財務書類上に計上される金融商品のあらゆ

る公正価値測定の適正性を確保するため、金融商品のリスクを負うトレーディング部門から独立した組織として、公正価
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値測定の裁定または検証を行うための管理機能および支援機能を有する野村グループのガバナンス・フレームワークの中

に全面的に統合されている。 

 

評価方針および手続の定義、実行および管理している野村グループ内の部署は、以下のとおりである。 

 

・野村グループのリスク・マネジメント部門内のバリュエーション・モデル・バリデーション・グループが、収益責任

を負う部門から独立した立場で評価モデルをレビューし、モデルの妥当性や一貫性を評価している。モデル・レビュ

ーにあたっては、評価の適切性や特定の商品の感応度など多くの要素を考慮している。評価モデルは定期的に観察可

能な市場価格との比較、代替可能なモデルとの比較、リスク・プロファイルの分析により市場に合うよう見直され

る。 

 

・野村グループの財務部門内のアカウンティング・ポリシー・グループは、公正価値の決定に関連した意見書も含め、

野村グループの会計方針と手続を定めている。このグループは、アカウンティング・ポリシーのグローバルヘッド、

そして 終的に野村グループのCFOに報告を行っている。 

 

 

有意な観察不能なインプットおよび仮定に関する定量的情報 

 

下記の表は、レベル３金融商品に使用される有意な観察不能なインプットおよび仮定に関する情報を示している。これ

らの金融商品は、一般的に観察可能な評価インプット（つまりレベル２の評価インプット）も含んでいるが、これらの評

価インプットは下記の表には含まれていない。 

 

下記の表は、レベル３の金融資産および金融負債の公正価値測定に使用されている評価手法とインプットを示したもの

である。 
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 2022年３月31日現在 

の公正価値 

評価手法 

有意な観察不能な 

インプット 

インプットの 

評価範囲* 

単位：百万円 

 金融資産 金融負債 

      

外国為替関連デリバティブ 9,562 8,961 DCF／オプション 

モデル 

為替ボラティリティ(%) 13.22-13.93% 

      

金利関連デリバティブ 19,027 20,895 DCF／オプション 

モデル 

金利 

為替ボラティリティ(%) 

金利ボラティリティ(bp) 

相関係数 (-1.0 to 1.0) 

0.31-2.89% 

9.20-13.93% 

41.17-75.72 

-0.25-0.98 

      

株式関連デリバティブ 2,059 7,645 DCF／オプション 

モデル 

配当利回り 

株式ボラティリティ(%) 

相関係数 (-1.0 to 1.0) 

0.00-6.63% 

5.37-97.04% 

-0.71-0.93 

      

クレジット・デリバティブ 303 126 DCF クレジットスプレッド(%) 

回収率(%) 

0.24-1.39%  

35-35% 

      

純損益を通じて公正価値で

測定される金融商品に指定

された金融負債 

- 286,185 DCF／オプション 

モデル 

金利デリバティブ 

金利 

為替ボラティリティ(%) 

金利ボラティリティ(bp) 

相関係数 (-1.0 to 1.0) 

0.31-2.89% 

9.20-13.93% 

41.17-75.72 

-0.25-0.98 

      

    株式デリバティブ 

配当利回り(%) 

株式ボラティリティ(%) 

相関係数 (-1.0 to 1.0) 

 

0.00-6.63% 

5.37-97.04% 

-0.71-0.93 

      

    クレジットデリバティブ 

クレジットスプレッド(%) 

回収率(%) 

 

0.24-1.39% 

35-35% 

合計 30,951 323,812  
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 2021年３月31日現在 

の公正価値 

評価手法 

有意な観察不能な 

インプット 

インプットの 

評価範囲* 

単位：百万円 

 金融資産 金融負債 

      

外国為替関連デリバティブ 8,756 9,096 DCF／オプション 

モデル 

為替ボラティリティ(%) 12.09-13.03% 

      

金利関連デリバティブ 24,659 25,362 DCF／オプション 

モデル 

金利 

為替ボラティリティ(%) 

金利ボラティリティ(bp) 

相関係数 (-1.0 to 1.0) 

0.12-2.23% 

9.57-13.12% 

29.60-77.01 

-0.25-0.98 

      

株式関連デリバティブ 4,716 6,253 DCF／オプション 

モデル 

配当利回り 

株式ボラティリティ(%) 

相関係数 (-1.0 to 1.0) 

0.00-6.77% 

13.83-82.31% 

-0.69-0.96 

      

クレジット・デリバティブ 990 340 DCF クレジットスプレッド 

回収率 

0.24-1.39% 

35-35% 

      

純損益を通じて公正価値で

測定される金融商品に指定

された金融負債 

- 403,732 DCF／オプション 

モデル 

金利デリバティブ 

金利 

為替ボラティリティ(%) 

金利ボラティリティ(bp) 

相関係数 (-1.0 to 1.0) 

 

0.12-2.06% 

9.57-13.12% 

29.60-77.01 

-0.25-0.98 

      

    株式デリバティブ 

配当利回り 

株式ボラティリティ(%) 

相関係数 (-1.0 to 1.0) 

 

0.00-6.77% 

13.83-82.31% 

-0.69-0.96 

      

    クレジットデリバティブ 

クレジットスプレッド 

回収率 

 

0.24-1.39% 

35 -35% 

合計 39,121 444,783  
 
 

＊  範囲に関する情報はパーセンテージおよび係数で示され、金融商品の種類を評価するために使用される有意な観察不能な評価インプットの

高値と 低値を示している。その範囲に大きな差があることは、必ずしも評価インプットに不確実性または主観性が大きく反映している

ことを意味しておらず、主として当該金融商品そのものの特徴が異なることによる。 

 

観察不能なインプットの変動に対する公正価値の感応度 

 

レベル３に分類される金融商品の評価が、一般市場心理、信用、金利、外国為替、相関係数のみならずさまざまな要因

によって変動することを考慮すると、状況がさらに悪化した場合には現在の価値は引き続き減少する可能性がある。それ

とは逆に、状況が改善した場合には、レベル３のポートフォリオの価値の増加が見込まれることになる。ただし、経営者

はレベル３に分類される金融商品のポジションの純額に重大な影響を及ぼすことはないと考えている。 

 

当社はミディアム・ターム・ノートのエクスポージャーをヘッジするためにデリバティブ取引を行っているため、レベ

ル３のポートフォリオの価値の増減は、当社の損益に重大な影響を及ぼすものではない。ヘッジ・デリバティブ取引は、

負債性商品に組み込まれたデリバティブから生じるポジションを相殺し、当該金融商品に関連する観察不能なインプット

の変動に対する公正価値の感応度を限定的なものとしている。 
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上記の表に記載されている各金融商品の種類に対し、当社が使用する有意な観察不能なインプットや仮定の変化が当該

金融商品の公正価値の測定に影響を及ぼすことがある。観察不能なインプットとそのインプット間の相関関係の変動に対

するレベル３の公正価値測定の感応度は以下のとおりである。 

 

デリバティブ — デリバティブの原資産から生じるリスクに関して当社のポジションがロングであれば、金利や信用ス

プレッドのようなデリバティブの原資産の個別の要素の大幅な上昇（低下）や、配当利回りの大幅な低下（上昇）によっ

て、公正価値測定は大幅に増加（減少）することになる。デリバティブの原資産から生じるリスクに関して当社のポジシ

ョンがショートである場合には、この変動による影響は当社が報告する公正価値測定に逆の影響を及ぼすことになる。 

 

オプション価値やリカバリーレートや相関係数に関して当社のポジションがロングであり、ボラティリティやリカバリ

ーレートや相関係数が大幅に上昇（低下）した場合には、通常、公正価値測定は大幅に増加（減少）することになる。当

社のオプション価値やリカバリーレートや相関係数のポジションがショートである場合には、これらの変動の影響は公正

価値測定に逆の影響を及ぼすことになる。 

 

純損益を通じて公正価値で測定される金融商品に指定された金融負債 － 純損益を通じて公正価値で測定される金融商

品に指定された金融負債にデリバティブが組み込まれている場合、その組込デリバティブは投資家への単純な固定または

変動金利のリターンを、株価もしくは株価指数、商品相場、為替レート、第三者の信用格付、またはより複雑な金利等の

変数に応じたリターンに変換する特徴をもっている。 

 

デリバティブ金融商品がこのような純損益を通じて公正価値で測定される金融商品に指定された金融負債の変動を相殺

するリスク管理目的で保有されていることを考慮すると、観察不能なインプットの変動に対する純損益を通じて公正価値

で測定される金融商品に指定された金融負債の公正価値の感応度はデリバティブのものとは反対の方向になると予想され

る。 

 

レベル３金融商品の有意な観察不能なインプット間には、予測可能な相関はない。 

 

当社がさらされているマーケットリスクが限定的であることを考慮すると、観察不能なインプットに対する損益および

株主持分の感応度は無視できる程度のものである。財政状態計算書において、合理的に代替可能な観察不能なインプット

が使用された場合のレベル３金融商品の公正価値に対する影響額は、当社の総資産と比較すれば重要なものではない。 

 

初日利益および損失 

 

有意な観察不能なパラメーターを用いる評価手法により算定されたことから生じる利益または損失は、当該パラメータ

ーが観察可能になるまで、あるいは当該金融商品の認識が中止されるまで、契約期間にわたって繰り延べられる。一方

で、当初認識後の公正価値の変動は損益計算書の中で認識される。こうした金融商品から生じている損益計算書の中で認

識されていない公正価値の合計額は、報告日現在、193百万円の利益（前事業年度：347百万円の利益）であった。下記の

表は、期首残高から期末残高にかけての、初日利益および損失の変動に関する調整を示したものである。 

 

 2022年３月31日現在  2021年３月31日現在 

 単位：百万円  単位：百万円 

    

初日利益の期首残高 347  512 

新規取引 -  - 

当年度中に純損益に認識された金額 (154)  (165) 

初日利益の期末残高 193  347 
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25．金融資産と金融負債の相殺 

 

下記の表は、マスターネッティング契約や同種の契約の対象となる金融資産および金融負債の概要を示したものであ

る。 

 

 2022年３月31日現在 

 単位：百万円 

 

認識されて 

いる金融資 

産／負債の 

財政状態計 

算書上相殺 

されている 

財政状態 

計算書上に 

計上されて 

 

財政状態計算書上 

相殺されていない関連金額 

 

 総額(1) 総額 いる金額 金融商品(2) 担保金(3) 純額 

       

デリバティブ金融資産 202,666 - 202,666 (121,363) (60,610) 20,693 

関係会社および関連当事

者への貸付金 

 

86,636 

 

- 86,636 - - 86,636 

その他の資産 - - - - - - 

金融資産合計 289,302 - 289,302 (121,363) (60,610) 107,329 

       

デリバティブ金融負債 237,496 - 237,496 (121,363) (115,666) 467 

その他の負債 - - - - - - 

金融負債合計 237,496 - 237,496 (121,363) (115,666) 467 

 

 2021年３月31日現在 

 単位：百万円 

 

認識されて 

いる金融資 

産／負債の 

財政状態計 

算書上相殺 

されている 

財政状態 

計算書上に 

計上されて 

 

財政状態計算書上 

相殺されていない関連金額 

 

 総額(1) 総額 いる金額 金融商品(2) 担保金(3) 純額 

       

デリバティブ金融資産 157,326 - 157,326 (69,935) - 87,391 

関係会社および関連当事

者への貸付金 265,825 - 265,825 - - 265,825 

その他の資産 1,840 - 1,840 - - 1,840 

金融資産合計 424,991 - 424,991 (69,935) - 355,056 

       

デリバティブ金融負債 176,919 - 176,919 (69,246) (107,673) - 

その他の負債 690 - 690 (690) - - 

金融負債合計 177,609 - 177,609 (69,936) (107,673) - 

 

(1) 区分処理された組込デリバティブは除外されているが、これは組込デリバティブがマスターネッティング契約や同種の契約の対象となって

いないためである。 

(2) これらは、貸借対照表上は相殺が認められていないが、取引相手方の債務不履行、支払不能もしくは倒産時には相殺する権利を当社が有し

ている金額を表している。 

(3) デリバティブのプラス時価に対して受け入れた担保金および、デリバティブのマイナスの時価に対して差し入れた担保金は、それぞれその

他の負債およびその他の資産に計上されている。 

 

当社はすべてのデリバティブ取引相手との間で、取引相手方の債務不履行、支払不能もしくは倒産時には相殺する権利

を当社が有することになるISDAのマスター契約を締結している。また当社は、取引相手方のうちの１社との間でマスター

ネッティング契約を締結したことにより、オンバランスシート取引およびオフバランスシート取引双方に関し、当該取引

相手方の債務不履行時、支払不能もしくは倒産時には相殺する権利を有している。これらの契約によれば、同一の取引相

手との間の同一の原契約に関するグロスエクスポージャーに対し、その信用エクスポージャーを削減することになる。 

 

ネッティング契約は、通常、取引当事者同士で合意された原則的な条件を取り決めているマスターネッティング契約を

指す。マスターネッティング契約では、ネッティング額の算定原則、担保の種類、債務不履行や他の倒産事由の定義、債

務不履行の際の損害額や必要となる文書等に関して取り決められている。また、マスターネッティング契約は、取引当事
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者間における取引のすべてもしくはできる限り多くの取引を契約下にすべく条件が定められている。こうして個々の取引

はマスターネッティング契約の下における取引となり、取引当事者同士が互いに営業活動を行う際、この契約が単一の基

本契約となる。このようにして信用リスクを低減させることに加え、相殺条項を定めた単一契約の下で個別取引を行うこ

とにより、複数の法域または複数の契約にまたがる取引の決済リスクを低減することもできる。 

 

 

26．資本管理方針 

 

当社の資本管理方針の目標は、発行済株式資本、ミディアム・ターム・ノートおよび関係会社からの借入金から構成

される資本の適正な水準を維持することである。 

 

当社は、資本の適正水準について見直しを行っており、適正水準に関しては、野村グループにおける資金需要や流動

性ポジションを十分に検討した上で決定している。 

 

当年度中、資本管理の目標、方針、プロセスに変更はなかった。 

 

 
2022年３月31日 

現在 
 

2021年３月31日 

現在 

 単位：百万円  単位：百万円 

    

発行済および払込済株式資本 6,991  6,658 

株式払込剰余金 1,321  1,321 

為替換算調整勘定 1,411  1,744 

発行済株式資本合計 9,723  9,723 

    

社債およびその他の借入金 202,573  254,737 

- 非流動負債に含まれるもの 161,606  242,203 

- 流動負債に含まれるもの 40,967  12,534 

純損益を通じて公正価値で測定される金融商品に指定された

金融負債 1,162,533 
 

 

1,334,609 

- 非流動負債に含まれるもの  721,494  797,915 

- 流動負債に含まれるもの 441,039  536,694 

関係会社からの借入金 787,126  896,182 

- 非流動負債に含まれるもの -  - 

- 流動負債に含まれるもの 787,126  896,182 

発行済株式資本、ミディアム・ターム・ノートおよび関係会

社からの借入金合計 2,161,955 
 

 

2,495,251 

 

 

27．関連当事者 

 

本財務書類の他の箇所で開示されているように、当社が当期間中に関連当事者との間で行った重要な取引は以下のとお

りである。 

 

ａ．親会社との取引 

 

i.  当社はNHIとの間で金銭消費貸借契約を締結しており、当事業年度の受取利息は10,491百万円であった

（前事業年度：12,532百万円）(注記３を参照のこと。)。当事業年度末日現在、NHI向けの貸付金残高は
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1,613,500百万円（前事業年度末日現在：1,862,651百万円）であり、残高はすべて無担保である。当事

業年度末日現在、NHIに対する貸付契約の未実行残高は、209,700百万円である（前事業年度末日現在：

233,300百万円）。当事業年度において、NHIへの貸付金および貸付契約の未実行残高に関する減損利得が

12百万円認識されている（前事業年度：52百万円の利得）。 

 

ii.  当社は、当社の社債に対する保証人の１社であるNHIとディーラー契約を締結しており、計算対象期間に

おける社債の平均発行残高に基づいて手数料（注記４を参照のこと。）を支払うことに合意している。当

事業年度には715百万円の保証料が支払手数料等に計上されている（前事業年度：862百万円）。当事業年

度末日現在、NHIへの未払保証料は715百万円（前事業年度末日現在：862百万円）である。 

 

iii. オランダの国内APA（注記８を参照のこと。）に基づいて、当事業年度末日現在、当社およびNHIは支払い

義務を負っていない。前事業年度末日現在、国内APAに関連して、1,053百万円がその他の営業利益／

（損失）に計上されており、1,053百万円がその他の資産に計上されている。 

 

ⅳ.  当事業年度のNHIによる情報テクノロジーインフラストラクチャーおよびその他のサービスに関する費用

は、401百万円（前事業年度：406百万円）であった。この費用は損益計算書の中の一般管理費に計上さ

れている。当事業年度末日現在、NHIへの未払金は201百万円であった（前事業年度末日現在：203百万

円）。 

 

ｂ．執行取締役との取引 

 

当事業年度末日現在、当社の執行取締役は２名であり、野村グループ内から派遣されている。当事業年度およ

び前事業年度において、当社が負担した当該執行取締役への報酬はなかった。 

 

ｃ．その他の関連当事者との取引 

 

i.  当社は他の関連当事者との間で金銭消費貸借契約を締結しており、当事業年度の受取利息は6,165百万円

（前事業年度：5,867百万円）であった（注記３を参照のこと。）。当事業年度末日現在、関係会社および

関連当事者への貸付金残高は、548,187百万円（前事業年度末日現在：594,659百万円）であった。残高

はすべて無担保である。当事業年度末日現在、関係会社への貸付契約の未実行残高は161,713百万円（前

事業年度末日現在：8,313百万円）であった。当事業年度において、関係会社および関連当事者への貸付

金および貸付契約の未実行残高に関する減損損失が157百万円認識されている（前事業年度：26百万円の

利得）。 

 

ii.  当社は他の関連当事者との間で金銭消費貸借契約を締結しており、支払利息が発生している（注記３を

参照のこと。）。関係会社からの借入金のすべてが、その他の関連当事者からによるものである。 

 

iii. 当社はISDA制定のマスター契約書に基づいて、他の関連当事者とデリバティブ契約を締結している。当

事業年度末日現在、他の関連当事者との間のデリバティブ金融資産およびデリバティブ金融負債はそれ

ぞれ202,666百万円および237,496百万円（前事業年度末日現在：デリバティブ金融資産：157,326百万

円、デリバティブ金融負債：176,919百万円）である。関連当事者との間で締結したISDA制定の担保契約

書に基づき、当社はデリバティブ取引に関連した担保金を差し入れ、また受け入れている（注記16およ

び注記21を参照のこと。）。 
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ⅳ.  当事業年度末日現在、流動性対策やマーケット・メーク業務の一環として、野村グループで保有してい

る当社の社債の発行残高は16,036百万円（前事業年度末日現在：14,698百万円）であり、そのうちの

1,647百万円（前事業年度末日現在：2,712百万円）は社債およびその他の借入金に分類されており、

14,389百万円（前事業年度末日現在：11,986百万円）は純損益を通じて公正価値で測定される金融商品

に分類された金融負債に分類されている。 

 

ⅴ. 当社は、当社の社債の保証人である野村グループの関連当事者１社とディーラー契約を締結しており、計

算対象期間における社債の平均発行残高に基づいて、保証料（注記４を参照のこと。）を支払うことに同

意している。当事業年度には、２百万円の保証料が支払手数料等に計上されている（前事業年度：４百

万円）。当事業年度末日現在、その他の関連当事者に対する未払保証料は２百万円（前事業年度末日現

在：４百万円）である。 

 

ⅵ.  当事業年度において、当社は、一部の関連当事者の人員によるサポートに係るサービスフィーを191百万

円支払っており、損益計算書の中の一般管理費に計上されている（前事業年度：162百万円）。当事業年

度末日現在、一部の関連当事者に対するサービスフィーの未払額は115百万円である（前事業年度末日現

在：118百万円）。 

 

ⅶ.  当社は、当事業年度において、一部の関連当事者への業務運営サポートに係るサービスレベニューを91

百万円受け取っており、損益計算書の中のその他の営業利益／（損失）に計上されている（前事業年

度：92百万円）。当事業年度末日現在、一部の関連当事者に対するサービスレベニューの未収金は23百万

円である（前事業年度末日現在：23百万円）。 

 

ⅷ.  当社はデリバティブ取引や発生した利息に関連して、現金担保の授受を取引相手方との間で行っている

（注記16および注記21を参照のこと。）。 

 

 

28．後発事象 

 

本報告日現在、当事業年度の後に、本財務書類の注記の修正もしくは注記における開示が必要となるような事象は生じ

ていない。 

 

 

29．利益処分 ‐ 経営者の提案 

 

経営者は、当事業年度の当期純利益合計1,313百万円を利益剰余金へ充当するよう提案している。この提案は財務書類

に反映されている。 

 

2022年７月５日 

 

執行取締役 

 

 

久保田 健太郎             淺野 健一郎 
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その他の情報 

 

独立監査報告書 

 

独立監査人であるアーンスト・アンド・ヤング・アカウンタンツ・エルエルピーによる監査報告書は、巻末に掲載され

ている。 

 

利益処分 - 当社定款での規定 

 

当社定款第20条に従い、純利益は株主総会で自由に処分されるものとする。 

-436-



 

 

 

  

NOMURA EUROPE FINANCE N.V. 

INCOME STATEMENT 

Interest and similar income 
Interest and sim~ar e刈>ense
Net interest incoITl6 

CFNereede t traa~閲idminCOpairmgffllincom函ensteiog/n aQoiensx/s(lope) ssns) e 

Net gain/(loss) on financial liabilities 
designated at fair value through profrt or loss 
Other operating gains/Qosses) 
Net operating income 

Salari硲 andsocial charges 
General and administrat油 expenses

Total operating expenses 

Prof"tl/(loss) before tax 

Taxation expense 

Proflli(loss) for the year 

Note 

3.71 
3.27 

4:0 
s;o 
s,i, 

7.24 

821 

9.10 
11:Z, 

12 

12 

2022 

Millions of JPY 

16,679 

!13.222! 
3,457 

(717) 
(145) 

110,455 

(109,496) 
95 

3,649 

(193) 
(1,708) 

(1.901) 

1,748 

!435} 

1,313 

竺
Millions of JPV 

18.402 
!16,394! 

2,008 

唸
171,967 

(171,229) 
1,195 
3,153 

(188) 
(1.898) 

(2,086) 

1,067 

(61! 

1,006 
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NOMURA EUROPE FINANCE N.V. 

STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME 

2022 2021 
Millions of JPY Mi恥但ofJPY

Profitl(loss) for the year 1.313 1,006 

Other comprehensive income/(loss): 

Items /hat wil not be reclassified to inco唸 statE1116tll:

Change in fair value attributable to change in lhe 
credtt Ii汰 offinancial tiabiltties designated at fair value 
through profi or loss (aner tax) 1,439 @.678) 

Other comprehensive income/(loss) for the year 
after tax 1,439 £皿
Total comprehensive income/(loss) for the year 2752 11.s12i 

13 
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NOMURA EUROPE FINANCE N.V. 

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 

2022 2021 

Nole Milions or JPY M禰ionsof JF'V 

Non-current assets 

Loans and advances 10 affiliates 5. 11.7'.?425:0 247,880 
Derivawe financial assets 5.13.14.Z3:24.25:27 31,226 57,348 
Othe『non-airrentassets 16 1 3 
Total non-<:tJrrent assets 279,107 57,351 

Current assets 

loans and四vancesto affiliates 5,1l7-れ?!'¥.?7 1,913,551 2,457,199 
Oerivatille financial assets 5, 13, 14.23.2、.25:0 191,955 125,801 
Cash and cash equivalents S.13.15:0 241 557 
Income tax receivable 12 237 122 
Other current assets S.13.16;0 122159 117 888 
Total current芥守＿TS 2.228.143 2,701,567 

Total assets 2.507,250 2,758,918 

Shareholdefs equtty and liabiltties 

Shareholdefs equ~y 
Issued and paid-up capltal 17.26 6,991 6.658 
Share premium 苓 1,321 1,321 
ReseM! お 12,430 11,390 
Relained earnings 18 17,863 16484 
Total shareholde(s equtty 38.605 35,853 

Non-current liabilities 
Debi issued and other borrow匹 13.19.23:2~ お.71 161,606 242.203 
Financial liabi油iesdesignated at fair 

13,20,23,24.26;27 
滋 luethrough びof~orloss 721.494 797.915 
Deriva1池 &1ancialliabilijie! la, M .~2<,25:Z, 140,222 144.167 
Deferred tax liabilhies 12 3,292 2,579 

Total non-current liabimi<>s 1,0お,614_ 1,186,864 

Current liabilities 

Borrowing from affiliates 11.? ヽ'l!l.77 787,126 896,182 
Debt issued and other borrowing 13.19.2四 40,967 12,534 
Financial liabil面iesdesignated at fair 

1l2l.23.2、.26.27vnluc through prom or 1055 441 ,03~ 5⑯ , 694 
DeriVl面""financialliabiltties 13, 14,23,24.25;27 109,208 48,569 
Otherlia直た一 13,21:0 63.691 42222 
Total current iabillties 1,442,031 1,536,201 

Total liabilities 2.4邸 645 2,723,065 

Total share匹 efsequtty and liallil油ies 2.507.250 2.758.918 

Statement of Financial Position isぴesentedafter a叩 op,iationof profit. 
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NOMURA EUROPE FINANCE N.V. 

STATEMENT OF CHANGES IN EQUllY 

Issued and paid-op Own credit Currency Retained Total shareholder's 

cae11a1 Share eremlum reserve translation reserve earnings egult~ 
MIiiions or JPY MIiiions of JPY MIiiions or JPY Millions Of JPY Milllo,i.s Of JPY MIiiions Of JPY 

As at 1 April 2021 (Notes 
17,26) 6658 1 321 9 646 1 744 16484 35 853 

ProfiUQoss) for the畑riOd 1.313 1,313 
Other comp,ehens畑
income/(loss) 1,373 66 1,439 

Total comprehensive 
lncome/(loss) 1,373 1,379 2,752 

Euro denomlna10<1 ca畑81

oDxividchaenngde s valuallo n 333 (333) 
paid to shareholders 

As at 31 March 2022 6,9~ 1,321 11,019 1,411 17,863 38,605 

Issued and paid-up Own credit Currency Ret.alned Total shareholder's 

caeital Share eremlum reserve translation reserve eamlngs eguit~ 
Millions or JPY Millions or JPY Millions or JPY Millions or JPY MillioncS or JPY Millions of JPY 

As at 1 Apr11 2020 (Notes 
17,26) 6,117 1,321 12 607 2,285 20,495 42,825 

Profit/Qoss) for the仰 fiod 1,006 1,006 
Other coml)fehens函
lncome/(IOSS) !2競1) 283 (2,678l 
Total comprehen slve 
lncome/(loss) (2,961) 1,289 (1,672) 

Euro denominated ca弧al
exchange valuatio'1 541 (541) 

Dividends peid to shareholders 5,300 5,300 

As at 31 March 2021 6,658 1,321 9,646 1,744 16,484 35,853 
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NOMURA EUROPE FINANCE N.V. 

The realized own aedil amount of JPY 66 million gain after tax is recorded under Retained earnings as part of other comprehensive income//loss} all<! the unrealized own 
er的 itamounl of JPY 1,373 million gain afler tax is record的 underO叩 creditreserve as pan of Olller comprehens⑲ inco, 池 !(loss)for the year ell<led 31 March 2022. 
(JPY 283 million ga・ln after tax and JPY 2.961 million loss after tax respectively for tho匹arended 31 March 2021). 

The c.,rrency 1rans1a11011 reserve Is a non-dlstrl加 tablelegal rese.rve In accordance with P訊 9Book 2 or lh8 DutCh Civil CO<le. On lhe Olher Mild、theIYWn er的 Itreserve Is 
not a legal r的 OMl.
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NOMURA EUROPE FINANCE N.V. 

STATEMENT OF CASH FLOWS 

Operational activ~ies 
ProfiV(loss) for lhe year 

Adjustments for: 
Nel (gain)lloss rrom financing acti直ies

OtNehl e(grs ain)lloss rrom mo..,menl3ーindeferred tax 

Opea区raffi心tilian匂gtes a紐sse/Qntscreand aseo) pein raloating ns liaandbila辺iesv:ances to 

In叩お研 d如 ease)inin boderivarn血ti"8g rrom affiliates 
Oec,ea匁 1(,ncrease) financial 

assets 
lncre匹り(d匹 ease)in derivat油 financial
liabilities 
Oecteaぉ/(Increase)in other operating assets 
lncre苓 eJ(deerease)in othe, Gperating liaDilities 

Net cash flows from operating activities 

Financing activities 

Proceeds from financial liabilfties designated at faヽ

Red ued and other borrowing value eemmthptption roug,on h oof f prdf"1oefbart nt ociisr a s toss 

Red I liatiaaies designated at fair 
value through profrt or loss 
Di凶 endspaid to shareholders 

Net cash flows from financing activtties 

Net in匹苓蛾 decrease)in caSh and cash 
equivalents 
Net foreign exchange diff6f60C<, 
Cash and cash equivalents at 1 April 

Cash and cash equivalents at 31 March 

Operational cash flows 

Interest paid 
Interest re<:e如
Taxation匹yment

17 

Note 

13 

13.14.23.24 

13,14,23;24 

16 

21 

13,3J.Zl.2ヽ

13,19,23 

13,20,23,24 

18 

15 

12 

2022 

Millions or JPY 

1,313 

152 
713 
(12) 

295,768 

(109,056) 

(40,032) 

56.694 
(4,386) 
21.469 

222 623 

555,662 
(49,857) 

(728,757) 

1222,9521 

(329) 
13 

557 

241 

2022 
M轟lionsof JPY 

(13,357) 
16,545 
(452) 

2021 

Millions or JPY 

1,006 

148,669 
(483) 
(33) 

(14,531) 

114,869 

(54,773) 

(87,849) 
138,101 
33,921 

278,897 

792,426 
(121,643) 

(944,457) 

(5,300! 

1278,974! 

(77) 

34 
600 
557 

2021 
Millions of JPY 

(17,127) 
18,560 
(516) 
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NOMURA EUROPE FINANCE N.V. 

Reconciliation of l'iabilities arising from financing activities 

Debt Issued and ocher bOrrowing 
Fh,anclal llabllitln designated at ralr 

value through Pf゚fitor loss 
Total liabilities from financing 

activ~ies 

Debt Issued a11d other borrowil,g 
Financial liabil油ies.designated al rair 

value mrougn profit or loss 
Total liabilities from financing 
activijies 

1 Aprll 2021 Cashllow 

Minions of JPY Milions of JPY 

254,737 

1辛 609

1l壁ょ346

1 April 20ZO 

Minions of JPY 

380,150 

1,331,523 

1,711,673 

(49,857> 

(173,095) 

(222,9521 

cash now 

Millions of JPY 

(121,643) 

(152,031) 

!273,674! 

Non-cash changes 31 March 2022 

Changes in fair values and effect of Other 
chan史 sinforeign exchange rates 

Milioos of JPY Milions of JPY Millions of JPY 

(2,220) (87) 202,573 

1 019 1 182 533 

(1,201) (871 1,365,1的

Non-cash changes 31 March 2021 

Changes in fair values and effect of Other 
chan筵 sinforeign exchange rates 

Mllioos or JPY M曲lionsof JPY MlnlonsolJPY 

(1,635) (2、135) 254,737 

155,117 1,334,609 

153,482 12,135! 1,589,346 
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NOMURA EUROPE FINANCE N.V. 

NOTES TO  THE FINANCIAL STATEMENTS 

1. Corporate information 

Nomura Europe Finance N.V. (lhe・compan-,) is a wholly o叩ed~uMidi喧y of Nomura HoUl叩ふ Inc.
("NHI'). a eompany incorporated in Japan and listed in Japan. the United Slates of細 ericaand Singapore. 
wnich is alSO the ulimate parent of the Company. 

The Company. incorporated and oo面⑪匂 inAmSten畑n.the N細 ertandS.is a limlted Ila頃 tyeompany 
under the Du¥ch law and Its registered office iS at Rentr. 四 Tower.Arnst叩 in1. 1096 HAAmstenlam. 
lhe NethetlandS (Chamber of C叩 'IOO<C6number 33221お1).

The Company's p, 訳むIactivity is to匹 asa funding en切 forNHIa心 itsSU区idia函 (00駐凶wlylhe
・Nomura Group'). 

The company's financial S1ate,, 呻 1,for lhe year ended 31 Mardi 2022 shal be sullmitted to the Annual 
General ~ 知逍IQof Sharehol:lers on 12 July 2022 for ad叩ぬn.The Sha国直虹smeeting can re侭 the
financial曲 tementsb<Jt cannot amend lhem. 

2. Accounting policies 

2.1 Basis of accounting 

The financial statements of the company for the year end匂 31Mareh 2022 ha匹 been匹 paredin 
accordance w肋 InternationalFinancial Reporting Standards ("IFRS1 as adopt匂 bythe European 
Union reu1. The financial statement; have atso been prepared in acconlance with the requirements 
in Pan 9 Book 2 or the Dutch Civi COde. 

The financial statemenlS have be如びepar匂 ona historical cost basis except for derivative financial 

instrumenlS and financial Lia滋 iesdesignated at fair value through pr゚fitand toss. whicll have aH been 
measured at fair value. 

The financial statements are present匂 inJapanese Yen ("JPヤ）and aH values are round⇔ to the 
nearestm釦恥n("Millions of JPY") except where otherwise stat叫

2.2 Significant accounting judg血•nts, estimates and assumptions 

The匹匹rationof the Com四 ysfinancial stat印紐lsrequires management to make 虹知却•nts,
estimates and assumptions that affect the repon匂 amountof revenues. ~nses. assets andぬbillties.
and the aw,mpanying d~dosures. 

Fair value of financial instrumsnls 

A signifrcant amount of judg印呻し— andestimates were applied to the fair value of cenain financial assets 

and financial i'lbiliie•. Various valuation techniques are us匂 todetsrm証 fairvalues of financial assets 
and financial ia直 ies,where lhese lair values cannot be derived from an adNe mari<et. Observable ma点el

data is us四 inthe valuation models as far as fes•illle. tt no observable data is available, a degree of 
judgement is required to det細加 fairvalues. Detaied infoonation a匹 JIthe fair value of financial 

rnstruments and valualton technrques are set out rn Nole 24. 

Im匹 irmentof financial asselS 

The Company assesses expected cred~ losses for al loans and other debt fw,ancial asselS not held at 
fair value through profil or loss, t"llelher with loan commitments and financial guarantee contracts on a 

forward-looking basis. The Company recognises a loss allowance at each reponi叩 date.Detailed 
infonnaぬnabout the judgemenlS and estimates m辺eby the Company when calcutating eや釦ted
じ1叫 iiluゞ氾sarピ泣IUUI irr Nutピ2.3.
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NOMURA EUROPE FINANCE N.V. 

NOTES TO  THE FINANCIAL STATEMENTS 

2.3 Summary of significant accounting policies 

a) Foreign currencies 

The financial statements are presented in JPY. 叫士f'Iis the functional and presentation currency of the 
Company. 

Foreign curency transactions dumg the period are translated at the rates ol excnange on the date or the 
transaction. 

Subsequent to iniliat recogn油ionmonetary items are transtated at dosing rate and non-mon西 ryilemsat

historical S四 rateat eacn r釘心匹 date.Foreign elCICllange gains and tosses on financial assets and 
financial lia直 iesthat are monetary assets and monetary tiabil油iesare recognised in the income 
stal61T16nl 

b) Operating income 

（り Interestincome and eヰ>ense

Interest in<匹 andexpense for al financial instrumellls. exce~for !hose Classified as derivatives held for 
四 ingand細 ncialliabililies d西 natedat fair val心 throughprof¢or toss. are recognised un釦 I曲 rest
andsim誌rヽ,w,,.,or Interest and srnlar ex区nseusing the effect洒 interestrateぽIRうmethod.

TheEIR met比idis a method of calculating the amortised cost of a financial asset or lial>ility (or a group 
or assets and tiabillties) and or auocating the interest income or interest e,pense o澤 rthe relevant 
peliOdS. The EIR is the rate that e泣 ctlydiscounts the expected Mure cash payments or reoe_,ts 
through the e,q>ected life or the印 nciatinstrument or when a叩 ropriate.a shorter period. to the net 

carrying amount of lhe instrumelll. This calculation lakes into account lhe impact of aa fees and 
commissions. paid or received. directly attn切ta凶,to the transactions. and discounts or premilsms that 
are integral part of U,e EtR method. 

(ii) Net lees and commission incoms 

Loan origination lees are reoog,s紐din the income stltement as an adj心 ntto the yield on the釦ancial
assets carried at amortiSed cost using the EIR melhOcl. 

Upfront fees received and paid on derivative financial instruments are reoog心匂aspart of the inlial la~ 
value measur印面tof the related financial instrument 

C) Fal『valueor r1nanc1a1 lnstrumems 

Some of the financial instruments of the Company are held at lair value. A description oflhe Company's 
policies with regards to its appli,cdlion of lair value measurements to significant financial instruments is 
as lo恥ws:

（り Determ畑 lionof lair values and fair value measurement 

The Company mea,ure, financial iMtrument,, ,uchょ derivative,,at fair value at each balance 5heet 

date. For other financial instrulTl€fll3 whicll are measured at amortised cost. lair values are d'i<do<f'<I in 
Note 24. 

Fair value is the price that would be received to sel an asset or paid to transfer a liability in an orderty 
transadion between market pafticipants at the measurement date. The lair value measurement is 

based on the presumplion ihai the lransaciion lo sel lhe assei or lransfer !he liability lakes place either: 
- In the principal market for the asset or liabilay, or 

In the a区enceof a principal market, in the most advantageous mall<et for lhe a55et or liabil~y 

The炉ncipalor the most advantageous market muSI be accessible by the Company. 
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NOMURA EUROPE FINANCE N.V. 

NOTES TO  THE FINANCIAL STATEMENTS 

Where quoted mar1<et prices or畑 ker/dealerquotations are not a咀 abletor financial instruments. 
prices for紐心rinstruments or valuation pricing models are considened in IM determination of fair 

value. Sueh financial instruments are valued using fflCl(I幽w~hsignificant uno応erva虚 inputsSIJdlas
correlation. ゆ,g,4atedvolatil~y. or other unobservable inputs. Valualion pricing models consider 
contractual tenns. posiぬnsize. unde~ying asset prices. interest rates. dividend rates. lime value. 
volatilay and olher statおlicalmeasurements for the relevant instruments or for instruments叫thsimilar 

characteristics. These models alSO incorporate adjuStments relating to mar1<et liquidity adjuStments. 
These adjustments are fundamental components of the fair value calCulation process. The valuation 
technique used m訟 imisesthe use of ma爪etinputs and minimises the use of Company-specific inputs 
which are unobservable in the mar1<et. 

Vatuation prici叩 modelsand their undertying assumptions impact the amount and timing of unrealised 
gains and losses recognised and the use of different valuation pricing m0<托1,or undertying assumptions 
could produce different financial resutts. Any changes in the fixed income, equtty, and foreign exchange 
and commoc汲ymar1<ets can impact the Company's estimates of fair va畑 inthe future, potentially 
affecting trading gains and losses and also gains and losses on financial liabiltties designated at fair 
vatue through profd or loss. The COmpany・s estimates of fair value may involve greater subjectivity due 
to the laci< of transparent marl<et dala available upon which to base assumptions of unde~ying valuation 

”記ingmodels. 

The Company applies exception in tFRS 13. 48 to measure the fair value of financial assets and financial 

liabilities on the basis of mid-price. For hybrid instruments where embedded derivatives are se匹 rated
and financial instruments which are designated through profrt or loss, the e,q, が ureonsu由 instruments
is offset by the hedging derivatives. 

The Company does not apply hedge accounting and all references to hedging in the notes to the 
financial statements are to economic hedging. 

All gains and losses from Chang蕊 inthe fair value of financial instruments that are cla認面l<Ias held 

for trading are『ecogniseduncle『Nettrading income心 ss).

(ii) Recognむ nof day 1 gains and losses 

The fair value of a financiat instrument is normaly the transaction price (i.e. the fair value of 
consideration given or received). However. in some cases, the fair value at inception will be ba認 don
a valuation prici叩 modelincorporating only observable匹 rametersin the marl<et or on other observable 
current mar1<et transactions in the same instrument雌 houtmodification or repackaging. w証 resuch 

valuation techniques are used to derive fair values from market observable inputs. the difference 
between fair四 tueand the transaction price is initla町recognisedin the income statement 

Valuation techniques inoorporooog signifoc.:int unobservable parameters moy oloo be u切 dto detennine 
fair value at inception. In such cases, the difference betw斡 nthe transaction price and model四 tueis 
only recognised in the income statement when the inputs become observa地 orwhen the instrument 
おderecognised.

(ui) Fin釘 instrumentsdesignated at fair霞 luelllr四 ghprofrt or k>$$ 

The company紐 eksto mininize the mar1<et心kSby entering into derivat油 agreementsto 

economi<aly hedg~th~ ~ ヰ心UW$of m~dium 妬nn n<>t~s. TM  va匹 ofhedging <lerivaむ"andth" 
associated nole have the same四 ormancewhich offset each other. thus by apptying the lair value 
叩 ion('FVO") to notes the COmpany expects to neduce recognition inconsistency and valuation 
volatiltty. 

Starling from 1心Iii2018, the COrnpany applies the FVO to all newly issued notes under IFRS 9. The 

Com四nymanages and硲 luates困 Ofmanceof釦 nc:ialヽaOililies(iSsued notes) in sueh a四 ythatthe 
measurement of the por1folio of notes al fair value through profit or loss l)fovi<les more relevant infom¥ation 
屈 riskmanag匹 ntpurposes and transparent unde<st叩 i叩 ofthe C-Ompany's financ臼Is固 ements.
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NOMURA EUROPE FINANCE N.V. 

NOTES TO  THE FINANCIAL STATEMENTS 

d) Financial instruments 

Financial in由umentswithin t証 scopeOf IFRS 9 are <I切de<Iinto three daぶif四 tiOns:trtose measured 
at amortised cost. those measured at fair value through prorrt or Joss and those measured at fair value 
through other com匹 hensiveillcomG. 

Financialliabil心,sheld for trading are measu函 atfair value through匹 Iiiorloss, and all other financial 
liabilities are measured at amortised cost unless the FVO is applied. 

The Company determines the ctassification of its financial assets on initial recognition e心 叩 匂ulty
instruments and derivatives based on a combination of the entity's business model for managing the 

assets and the instruments'con四 ctualcash fl畑 Cl'laracteristics.Even though the Company's financial 
assetsmaym蕊 tthe criteria to be Classified at amortised cost or fair value through other comp<chensive 
income, the Company may, at initial recognition. apply the FVO to those financial assets~doing so 
eliminates or signif,canlly reduces a measurement or recognition inconsistency (sometimes referred to 
as "accounting mismatchうthatwould otherwise arise from measuring全守tsor liabillties or recognising 
gains and losses on them on different bases. 

（り Finan<涵Iassets 

IFRS 9 requires all financial assets, except equity instruments and derivatives, to be至 己 迂dbased 
on a combination of the entity's business model for managing the assets and the instruments' 
conlradual cash flow characteristics. A financial asset is Classified and subsequently measured at 

amortized cost. unless designated under FVO, if the financial asset is held in a Hold to Collect business 
model and the contractual cash flows are Solely Payments of Principal and Interest. 

Under this measurement category, the financial硲 迂tis measured at lair value at inltial recogn~ion 
minus the pmcipal re匹 yments,plus or minus the cumulative amortization using the effective interest 
method ol any difference between that initial amount and the malurity amount and adjusted for any 

impairment allowance. 

Business model: 

There are three business models identified under IFRS 9 lor financial assets: 

-Hold to Collect. Financial assets held with the objecかんしocollect con四 ctualcash Rows. 

-Hold to Collect and Sell -FinancねIassets held with Ille objective of both collecting contractual cash 
flows and seling financial assets. 

Other F111'1心 Iassets held面thtroding intent o『加tdo not meet the・Hold to Collecf'and'Hold to 
Collect and Ser qualifying criteria. 

The Company determines Its business model at the level that best retle<:ts h畑 Itmanages groups or 
financial assets to achieve its business objective. FactO<S considered by the Company in determining 

tne凶sin函 modelfor a group of硲玲tsinclude而 the臼Sh的wsfrom如 seassets訳 recolle叩沿，
how riskS are assessed and managed. how tne紅廷l'sperformance is evatuaしedand reported to key 
management personnel and the爬 quency.滋 lueand liming of sales. 

The Company manages a portfolio of financial assets through the Hold to COiiect business model where 
all of the following criteria are met: 
• Tne四 oliois not held with ltadolg intent or not managed on a lair va..,e basis: 

• Tne portfoio or financial a認 etsis managed to realise cash nows so四yUvough COiiecting CO叩匹ual

悶匹ntsover the life or the fil匹 1assets ra暉 rthan manQ<Jing咋 011eraureturn on咋 pollfOliOlly 
both holcling and selling financial assets: and 

• Any sales of mancial assets are expected to be infrequent or insignificant. 
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NOMURA EUROPE FINANCE N.V. 

NOTES TO  THE FINANCIAL STATEMENTS 

Solely Paymen1s of Principal and ln!e函 t(SPPI):

TO meet the HOid 10 Collect Ill函認sm碑 I.the印ltfolioof financial a逗 tsare to Ile held切 the
Company wilh the Slrategy of co馳ctingcash flows from the financial assets specified by contractual 
lerms of the instrument. A financial asset can only be measured al amo傘 edcosl where tile contractual 
lerms give rise on specified dates 10 cash flows that are的 lelypaymenじof匹 cipaland interest. 

Principal lor purpose or tile SPPt testおdefinedas the lair value of the debt instrument at inhial 
recognition and therefore tne co,.,.ctual cash flowcharacterislics is det&rrninW based on a cornpafison 
of contractual cash nows to Ille amount actually invested. It is not necessariythe contractual par amount 
of the deb! instrument 

The most significanl elements of interest within a basic lending arrangemenl are thal tt is consi<leralion 
for the lime value of money and aeda risk. lnleres¥ may also include a profil margin. 

(il) Financial liabiltties al amortised cost 

Financial liabilities at amort涵 !dcost include the host conlraCI of certain medium lerm notes thal are 
bifurcaled and other borrowings. Financial liabilities at amortised cost are initially recognised on lhe 
date wllen the Com匹ny切comesa party to the wntract. After in~ial measurement, these匹如ments
are subsequenlly measured at amortised cosl using如 EIRmethod. 

(ui) Financial liabiltties designaled al fair value through profrt or loss 

Financial labilities classified in lhis calegory are those thal ha"" been designaled by management as 
al fair value加 oughprofrt o、lossupon inhial recognition when lhe designalion etiminales, or 

significanlly reduces, lhe inconsislenl 1rea1men1 lhat woulcl olherwise arise from measuring the assels 
or liabilijies o『recognizinggains or losses on lhem on a differenl basis. 

These ins¥rumenls are measured inltially al fair value a心 lransactioncosts are recognised in profrt or 

loss. For these inslrumenls, fair value changes allribulable lo lhe Company's credit risk are l)(esenled 
in olher comprehensive income a心 arenol redassified 10 profrt or loss, !hereby eliminaling匹 alilityin

profil or loss ,n retalion 10 own er゚ 直ぷljus1men1S.Al Olher fair value changes are presenled in profrt or 
loss. lnlerest expenses, gains a心 lossesarising from changes in fair value and 1ransaction cosls 
associaled 10 Ille financial liabilaies designaled al fair value Ulrough profil or loss are recogn蕊 under
Net gainl(loss) on financial細ばif/esdesignated at fair value through profit or loss, except for lhe 
currency tran迫 tioneffect叫 ichis indud叫 inNet trading incomel(/oss). 

Loan com面血~ntsdesignated as financial liabilities at lair value through profrt or loss are wilhin the 
scope of IFRS 9. These loan commitmenls are initially recognised on lhe dale when tile Company 
切 comeso party 10 the conlroct. a叩 GU応equenllyffl63Gur叫 atfair vo駅ewith changes in fair四 lu6
rePorted under Net galnl(loss) on i匹心allia~ilities de如 ledat lair四 luethroug/> profit or loss. 

(iv) Derivative financial instl¥Jments 

Financial i11$1Nments at rair value U\rou帥印f~or匹 inct凶ede徊昭印n依I ins匹 menisheld ror 
trading. Financial assets and fina心 Iliabillties are ctassifi凶 asheld fo, 匹 ingif (1) they are acquirぷ9
or incurred principally for the purpose of sale or repurcれasein the near 1erm: (2) on inltial recog咄 ion
they 8r('part of a Portlolio of i<lenlifie<I financial in如 mentsth● I a代 manag日 log叫,~r and for which 
!here is evidence of a recenl actual pattem of short-lerm profit taking: or (3) Uley are de徊匹.except
for a deriva晒 thatis a financial guarantee or a designated and effe心 hedginginstl¥Jment. 

The Company uses derivatives to eoonomically hedge fis interest and fo, 改inexcha叩e.All derivatives 
are recogn紐 onthe date when ¥he Company -~a party to the contract. Derivatives helcl for 

trading are initially and sullSequenUy measur匂 atlat vatue w~h Cllanges in lair value recogniSea in 
profit or loss. Derivali氾 sw~h positive an<I nega印efair values are presenled as assets and馳bilities.
res匹dively.in the slatement of financial pos此ion.

Aderiwt池 embeddedin a hゆ心 instrumentIha! also indudes a non也 rivali泥 hosllhat is nol a 
financial assel is acoounted for as a separate derival油 if(1) hs eoonomic charactefislics and risks are 
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NOTES TO  THE FINANCIAL STATEMENTS 

not Closely related lo those of the he滋 ；(2) a separate instrument with lhe same lenns as the embe叩的

derivative _,Id m紐 tthe definition of a derivative: and (3) lhe hybrid instrument is not measured at fair 

value witll Cfl3ng鯰 infair value recog函閲inprofit or IOSs. 

tnftiatmeaS<ヽementof financial in如 ments

When a financial asset or financial liability is recognised in如ially,the COmpany measures aヽtits fair 
value plus o, 面 nus.in the case of a financial 総訳~O<和ncial liabilay not at fair⑬ lue lhrough prof~or 
IO絡.tra-costs !hat are <li'edly attributable to lhe acquisition o, issue ot the financial asset or 
financial lia這 y.

De, 砂 9如

A financial asset is derecognised when the rights to receive cash flow from 1he asset have expired or 
when ¥he Company has transferred its rights to rece油 1hecash flow from the asset and the Company 
has transferred切 bstantiallyau the risks and rewards of 1he asset. A financial liabilily is derecognised 
when¥he o匹 ationunder the liabiity is discharged. cancelled or expires. 

When an existing financial liability is replaced by another from ¥he same lender on substantialydifferenl 

le「ms,o「thetenns or an existing liaぷ!nya「esubstantiaRy modified, sutl1 an exchange or modification 
is treated as a derecognilion of the originat liabilily and a recognition of a new 6ability. and 1he difference 
in the respect池 carryingamounts is recognised in the income statement 

e) Impairment 

Under IFRS 9. the Company is required to record a toss allowance for expected credit tosses for all 
loans and other debt instruments not held at fair vaue through prof• or toss, together with loan 
commitments and financiat guarantee contracts. The loss allowance is measured based on 1he 

e叩匂edcredi los⑬ s that resull from default e1,,ints on a financial instrument that are l)055ible within 

the 12 months after the reporting date unless there has been a significant increase in credit risk since 
origination. in whゆ case.the toss allowance is measured based on the expected credit losses that 
result from al possible default函 nts011er the expected lffe of a financial instrument. 

A i tin fth n I im irrn n 

Expected credil losses should be determined using al reasonable and却 pportableinformation whゆ
is reasonably available at the Company's reporting date without undue cost or effort. 訳加ding

information about past events. current co,ld油ionsand forecasts or future economic cond蝕>nS.The 
information used should reflect f匹 orsthat are specific to the obligor. general economic conditions and 
an assessmenl of bolh the current as well as the forecasl direction of conditions al lhe Company's 
reporting血 e.Information tMt is a四 iloblefor fino心 Ireport.ing即巾匹 isalway& considered to be 
available w油outundue cost or effort. 

The general ECL impairment model is used to measure expected credit losses against 1he majority of 
financiat instruments held by the Company which are却 bjぬ toimpairment through the ECL impairment 

m叩elunder IFRS 9. 

Expected如 iilosses represent the difference !>&tween the cash flows that the Company is entitled to 
re¢~iw in a«o«Janc~wi1h IM≪ 呵tactualt~rrns of lhe finaMial instrum町nand th~ ¢ashわwslhalth~ 
Company ultimately expects to receive based on I直owingmOdel.

The measurement of e.,J)f{1fd a匂 itlosses under the ECL impairment model reflects: 

• An unbia廷 dand pr゚ba匹 weightedamount如 tis determined by evatuating a range of possible 
ou1come,,; 

• The匹 valueof money; and 

• Reasonable and supponable infom,ation 1ha1 is available wilhou1 undue cost oヽ effortat 1he 
repofling細 ea切utpaste-螂 s.current匹 む n,and forecasts of Mure econorric conc!ilions. 
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Lifetime e巧>ededcredij losses represent expected Cfedij losses lhat would result from al possible 
derault events over the eヰ心edlffe of the financial instrument whereas 12 month e叩へおdcredij 

IO認esare Ille portion of lifetime 奴匹幻 U閲~IO年that represent Ille eゅ~eted credit ioss臼 that
result from default ewnts on a &>ancial instrument that are possible within the 12 months after lhe 
reporting date. 

In ordertodet叩 inewhelher 12 month or lifetime e平釦tedcredit losses are used, each financial asset 
and off-balance sheet financial instrument being individually or coiled油 lyassessed for impaiment is 
classified at each reporting date into one ol lollowing three stages of credtt qualtty deterioration since 
the financial asset was inltially recognised. 

• Stage t -Performing和 ncialassets ror叫 ichthere has been no signi記antdeterioration in credit 
quality since initial氏cog直如；

• Stage 2 -Underp,,rlom直l¥lfinancial assets紅 whichthere has been a signif,cant deterioration in 
credi quality silce initial recognition but which are not credlt-impair'"3: and 

• Stage 3 -Non-pelf叩 llill¥jfinancial assets for which there has been a significant dett<i四 lionin 
credil quallty since initial recognition and叫1ichhave become credヽ-impaired.

A financial instrument that is匹 credit-impairedon initial recognition is initially classified into stage 1 
and Is typicaly SU区equentlycontinuously mo咄oredto determine whether a significant increase In 
credit risk has occurred. at which point the financial instrument is reclassified to stage 2. A determination 
or whelher a significant increase in credit risk has occurred at each reporting date will primarily be 
through a compa邸 nor Nomura Group's intemal cred~rating applied to the financial instrument at 
acquisition. origination or issua心 andthe intemal credit rating currently assigned to lhe financial 
instrument at the repolting date. A financial instrument will be recla認 ifiedinto stage 2 where如 internal
credit rating has declined by more than a specific number or notch硲 (oneto lour) depending on the 
level of rating assigned at initial recognition. II there is a further deterioration in credit quality such that 
the financial instrument becomes credit-impaired, lhe fw,ancial instrument is then recla函徊dinto stage 
3. 

Internal ratings are assigned based on the assessment of the mid to long-term capabilhy and certainty 
or debt repayment (credilwollhiness) in addnion to the fundamental co心ぬns(fundamentalS) of a giv<ln 
obligor or laciily. Internal ralingS are revie戒 Klregulal1y and on an 辺•hOc basis. to ensure that lhe 
credilwollhiness of a giwn obi如 wiUbe duly and timely taken into account. 

A stage 3 financial asset can only be classified out of stage 3 and into stage 2 or eventually stage 1 
when It no longer meets the definition of being credヽ-im匹ired.namely when It is no longer probable 
that the comi: 辺,ywill not be able to collect au principal and interest amounts due in accorda心 with
tne Original 6t MO(lifiedのntractua1terms or tne fina心 1asse1.

A financial asset is credlt-im四iredwhen one or more events lhat have a detrimental im四cton lhe 
estimated Mure cash nows ol lhe financial asset !>ave oecurred since origination or purchase namely 
and It is no longer probable that lhe Company will be able to coiled all ponci四Iand interest amounts 
due in accordance ..;1h the contractual terms of the financial asset The Com匹nyconsiders a financial 
instrument defaulted (which is luly aligned with the defin、ionof credit-impaired) when there is laヽureor
an obligor to make payments in lul and on lime of any financial obligations、mal1<edlydisadvantageous 
11,o~ir,c:;1;o,, tu a 001111叫 ualt""'' ばm,pa,eu will, 11,e exisli1111 ulJtiya印"・ 四 uk,UIJl~'I fdiug,, 
admin迫rotion.rece奴 ,ship,liquidation or other wind匹 -upor cessation of business or an obligor or 
other similar situations. In 叫d~ion. there is a rebuttable presumption that regardless ol lhe abow 
defin欣ion,default is deemed to occur and a financial instrument is credil-im匹 iredwhen the financial 
instrument is 90 days or more past due. 

A financial instrument will continue to be credtt-impaired unlil the obligor cures the reasons lor credit-
impairment or there has been a sustained observable四riodolre匹 m eヽntperformance on lhe financial 
instrumcnl Dclcrminetion of whet con:;titutco e su>laincd period or re戸汀mcntperformance by the 
obligordepends on the nature oflhe financial instrument but will ty1尤allybelora区riodof 6 months or 
more. 
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Tne allowa心屈e匹 ctedccedil losses recognised against stage 1 financial assets is detennined 
using 12 month expected credit loSSeS. Conve函ely.the allowance against stage 2 or stage 3 financial 
assets is Ila⇔ d on lifetime eゅぬedcredit IO廷琴．

Credit-impaired financial instrumerrts i心面duallyが s,,<≪"<'Itor impairment are typically written-off when 
further cash flows are deemed u四 DW.ibleand心 nal commercially reasonable means of recovering 
outstanding叩 cipleand interest balances nave be如 e沿 austed.Suell a determination is based on 
factois such as the O<X:urre心 ofsignificant Changes in the obligo(s financial position SUCll lhat the 
obligor can no longer pay the obligation. or that the四舷命fromcollateral will not be sum心 lll!Opay
amounts due. 

A write off of a financial instrument such as a loan. recei四 Illeordebl紐a,~reducesthe gross carrying 
amount of the financial instrument. Write-offs are initiaDy recognised against any existing allowance for 
expected ccedil losses and can relate to a financial instrument in its entirety or to a portion of ii. 

Recoveries are recognised as a reduction of the provision for expected credit losses recognised through 
earnings during the reporting period. 

For stage 1 a心 stage2 financial instruments, interest income is recognised during the repofling period 

at an amooot determined by ape; がngthe effect油 inte「estrate to the gross ca町ingam叩 ntof Ille 
financial instrument. 

For stage 3 financial assets, interest income is applied by applying the effective interest rate ("EIRうto
net carrying amount of the financial asset namely the gross carrying amount less the allowance for 
e如 edccedil losses. 

Measurement of expected credit losses: 

The measurement of ex匹 edcredit losses through the general ECL impainn0111 model is typically 
determined within the Company using loss rate models or discounted cash now models depending on 
the relevant staging of lhe financial instrument. A loss rate model measures expected c,edit losses for 
an individual or portfolio of similar financial instrumenlS lhrough deve切imentof loss rales calculated 
lhrough an函 maleor the probability or default ('POうorthe obli叩rand loss given defau員「LOO")
which is applied to lhe expected credil exposure or the obligor at defaull「CEADぅ.CEAO represenls 
lhe expected amounl or credit eJq)()Sure (i.e amount⇔ edlotheCom四ny)at lhe poinl that the financial 
instrument defaults. 

PO inputs are determined by由 ssor financial instrument and by internal Nomura credit rating applied 
10 the financial instrument PO in印ISused by the Company are SOUR涵 fromindustry畑 aand 
validated Dased on hislorical experience. PO inputs are prepared by referring 10 S&P's historic rating 
migration d3Ul 3nd PO ie rolculoted o渾 lh6no>Cl 12 monthe for et3g6 1釦 nci31inWumonts 3nd over 
the entire lifetime for stage 2 and 3 instrumenlS. 

Forward-looは,ginformation is ill<巫 ratedinto the PO inputs by forecasting economic西 nariosand 
adjusting the Dase case inpulS lor at least one optimistic and匹 ssi面如scenario.

LGO inpulS are determined切 Classof financial ins如 mentbased on historical exp命 neeof loss 
recovery rates for similar financial instrumenlS and 0111er relevant industry data. LGO inputs are幻justed
tore飴ct如 in匹ctor collateral and int匂ralcredit enr,a四 ments.

Forrevolvi叩 andnon-revolving loan commitmenlS. lhe relevant absolute measure or CEAO represents 
an estimate of the total amount of the facility which wil be drawn by the北灼orby the lime of default. 
This therefore inCludes any portion of the facility currently funded and an additional adju如 ent凶Sed
on a conversion factor to estimate or細rlheramounts吋 1iCI>may be drawn. 

Cash flows expected from colaleral and olher cred貨enhancemenlSthat are inlegral 10 conlractual 
lerms of the印 ncialinstrument and not recoonised separalely by lhe COmpany are included in the 
measurement of expected credit losses. 
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f) Offsetting financial instn.ments 

Financial琴 a叩 financialliabilit函 arepresented Gn a gross ria函 uni函 IMCompany has a 
図 allyenforceable right to set off the financial asset and financial r.a西 andthe Company intends to 
settle the financial asset and financial liability on a net basis. 

g) Sta1emem of cash flows 

Statement of cash flows閲sbeen prepared using the虹lirectmethod. C蕊 handcash equivalents consist 
or cash in ba直s.

For the purpose of the cash flow statement, Net f匹 )/loss from nnanc-,g activities are nor>-<:i心,Items 
which in叫 theeffects of roreign exchange results. amO<tらationof debt issued and other borrowing using 
the effecか,einterest rate methocl and FVO valuation. 

The movement in the De知rredtax assets a心 I/ill囁配,is included in the ineヽem.Netf呼ll}AoSSfrom 
mo咬 mentsi1 deterred tax whie the movement in the inco暉 taxreceivablel(payallle) is induded in the 
line lems Deaeaselt四 aseJi1 OI函 0区a,aa心 assetsand I匹 ase,fderYease)in 0(涵“心ara/ing
/iabifties. 8otlt these line Items are presented under - cash flows from op,. 印 1/ingactivities. 

h) Taxation 

Current tax assets and liabilities紅 thecurrent and Pf虹 yearsare measuted as the amount expected to 
be recovered from o, paid to lhe珈細authorities.

Oererred tax assets and liabilities are recogn函!dfor temporary difference between t畑 carrying
amounts in the statement of financial position and lhe tax凶se.Oefenred tax assets and liabilities are 
recognised to the extent that k is probable that ruture taxable profrt will be available against which the 
lemporary difference can be曲応叫

The tax rates and tax laws used to compute the amount are those that are enacted or substantively enacted 
as of the reにバ匹date.

2.4 Operating segment 

The Company has organised its busness activities based on its produds and services. As the Company 
only engages in one operaling segment of financ匹 ac!My,the gross and net assets and profillloss before 
ta滋 tionas present辺 inthe lace of the financial stater庇心,are related to the same segment. The majority 
of the debt is issued to Japanese investors. All loan payables, loan receivables and derivatives. except fo, 
derivatives~nむ4ざ insome of the medium term notes. are transacted with Nomura Group. 

2.5 C厄 ngesin accounting policies and estima1es 

The account匹 poficiesand est匹 tesare consistent w油 thoseof 1he previous financial year. except 
for the folloWing amendments to standards that have become effect池 andare relevant to the fonanclal 
statements of the Com四nyfor the year ended 31 March 2022: 

Amendnltnb to IFRS 3 Business Combinations・IAS 16 Pro rt Plant and E ui men・IAS 37 
P vi ion ti nt Liabilit" and ntin nt Annual Im vem 2 1 -20 

The package of amendments indudes narrow-scope amendments to three Standards as wel as the 
Board's Annual Improvements. which are changes that clarify the wording or correct minor 
consequences. oversights or conflicts between req直ementsin the Standards. All amendments are 
effective 1 January 2022 with earty ado以ionpossible. The amendments are endorsed by eu during the 
year ended~i March 20公．

Based on~•P-,, ダ mentm叩o.lhese omondmonts ore not oxpected to how o叩 t研olimpact on the 
Company's financial position and perforrna心e.
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Amendn1on1S to IFRS 9 IAS 39 IFRS 7 IFRS 4 and IFRS 16 Interest Rate釦 nchmar1<Reform • Phase 

i 

IASBhaspu直shed'InterestRate釦 nchmar1<Reform. Pllase 2 (Amendments to IFRS 9. IAS 39. IFRS 
7, IFRS 4 and IFRS 16)" with am<endm&nts which relate to the mod叔;ationof financi;il assets. financial 
liabilities and lease liabil油ies.specific hedge accounting requirements. and disclosure requiremen1S 
applying IFRS 7 to a四 mpany如 amendmen1Sregaroing modifications and hedge accounting. 

Modirrcation ol 6nancial assets, 幻叩曲Iliaoilities印 dlease liaoilities: The IASB introduced a practical 
・刈ぷlientfor modifications required by the reform (modif,calions required as a direct consequence of 
the IBOR reform and made on an economicalりequivalentbasis). These modifications are aooounted 

for by updating the eff四 veinterest rate. All other modif,cations are accounted for using the current 
IFRSrequir印面IS.A similarりぷlie.lie心匂 ientisぴ 平)Sedfor less蛉 accoun血ga叩 yingIFRS 16. 

H的gea,な氾釦grequレements:Under the amendments, hedge accoun血gis not discontinued solely 
切 useof如 IBORreform. H吟 ingrelationships must be amended to re応ctmodifications to the 

hedged Item. hedging instrument and hedged risk. Amended hedging relationships should meet all 
qualifying屯 eriato apply hedge accounting. including effectiveness requヽ&m&nts.

Di岱 su,;●ふ:The amendments require that an entity discloses information about: 

howt厄四nsltionfrom interest rate benchmar1<s to altemative bencllmar1< rates is ma四ged,the 
progress made at the reporting date. and the risks arising from血四nsition:
quanlla晒 infonnationabout non-derivative financial assets. non-derivative financial liaばiliesand 
derivatives that continue 10 reference interest rate benchmarks subjed to the reform. disaggregated 
by significant interest rate bencllmar1<: 
to the extent that the IBOR reform has resulted in changes to an entiy's risk management strategy, 

a descれ曲northese cnan叩sa叩 h(]Wis the entヽymanaging th匹 risks.

The amendments are effective for annual pe匹 sbeginning on or after 1 January 2021, with eartier 
application permitted. 

Interbank offered rates have been widely used as Ile叫 ma硲 toset interest rates of financial products 
a叫 contr.心s.In line with the recommendations from the Financial Slabftlty Board, a fundamental 
review of these important interest rates benCllmarf<s has been undertaken. W?lile some interest 
benchmarf<s nave been reformed. suCll as EURIBOR. othe,s sucn as EONIA and LIBOR have or will 

be replaced by risk-free rates ("RFRぅanddiscontinued. 

GBP. CHF. JPY. and EUR LIBOR rates ceased on 31 December 2021. whereas the most used USO 

LIBOR tenors WIii continue to be publlShed until the end 01 June 2023 to suppon団 acyprodUCIS. The 
USO LIBOR extension was seen as a welcome step given the range and畑 umeof USO LIBOR 

contracts in the financial marf<ets and has bought lime for the marf<ets to develop and s•w<ー• the 
altematilres to USO LIBOR. The use of USO LIBOR for n的 contractsis (subject to very lim爬d
exceP4ions) no longer pem、itted.
Ounng the year ended 31 March 2022, Nomura Group, including匹 Company,I~on the 
transition of non-USO LIBOR contracts and conduc:ling new transactions using the reconvnended 
a1tematM沿. Nomura Group nas発ses坪Otnel叫匹swnne managi閲 IBORtransition a閲 seeKJng
to mitigate risl<s. Migrations for eJdsting tBOR poslions were performed wilh the in"° 知 mentof multiple 
departments a<:ross Nomura Group. AS part of the trans訛ionprocess. ゆ muraGroup locu迂 don
transitioning clients away from via珈切acyIBOR contracts. In this r匂叩.Nomura Group including 
the Company held transition di<cmsions with the Clients and receiwd consent from the clients. exce以
lorthe n直1年 ofnotes叫 iCllare referring to USO LIBOR. which is still existing. 

Ouring the reporting period. the company has C<Jffi1如 edthe transition of the derivative and note 
COnt1'8CIS叫 ethe publiCaliOll of Suell IBOR e, 如 atme e,l(J of De<:einber 2021. The co,n畑lly
stopped entering into new contrads referencing IBOR, except for EURIBOR, where is publication 
continues. Al loans referencing IBOR, except for EURIBOR. ended by the end of Oecember 2021. 
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As of the current reporting date. Nomura Group is slli1¥ing油 locus10 USO LIBOR, a心 expectto be 
able to leverage the experience gained trans油ioning!he other LIBOR rates. 

The transitions completed as of the reporting date did not have a material impact on !he Company's 
financial position and performance. In add蘇ion."'"'"べ menlSwere made for !he rest of the trans砒ions
a叫 theCom匹 nydoes not expect a material impact on lhe Company's financial poslion and 
performance. 

The table belOw summarizes tl¥e approximate exposures or derivative and non-<felivat涵 financial
instrumenlS by signirieant benchmarl< rate which are not yet trans政ionedto alternative凶 nchmarl<sas 
of 31 March 2022. TlliS excl叩esey.posures or instruments that wilt expire before the relevant IBOR 
ce•sation date 

By bendlmal1< rate 
USO LIBOR 

Financial ASsets non-
de徊 函 ・

Millions of JPY 

As of March 2022 

Ponancial Liabilities 
non-derivatiw• 
MiDions of JPY 

10,846 

Derivative notional 
contract amoont 
Millions of JPY 

35.801 

・carrying amounts are reported for non-derivat池 FinancialAssets and Liabiltties in above table. 

2.6 Standards issued but not yet effective 

Al the date of authorization oflhese financial statements, the following new standards and anl<loclments 
to thee俎 ingstandards and interpretations whゆ arelikely to be applicable to the Company have 
been iss碑 dby the IASB bul not yet effective for lhe year end叫 31March 2022: 

Amendnl<l叫 10IAS 1 Presentation of Financial Statements and IFRS Practiee Slatement 2: Di匂 Mure
QI A,;wynlinq四や舒

The alllli<叩 nt;change the requirements in IAS 1 with r匂ardto disclosure of accounting poじcies.
Ap的yingthese amendments. an entity disdoses its material accounting policies. instead of tts 
significant accounting policies. Funher amendments to IAS 1 are made to explain h畑 anen切ycan 
identify a material accounting policy. The amendments are effect油 forannual periods beginning on or 
after 1 January 2023 with early adOption possible. The amendments are endorsed by EU during the 
year ended 31 March 2022. 

Based onが＜べ<mentmade. tlleSe amendments a,e not eApeCled to have a n,atefiat inipaa 011 the 
Company's financial pos血ionand performance. 

Amendnl<lnt. to IAS 8 Accounti Policies Cha es in Aocounlin Estimates and Errors: Defin肱ionof 
Accounting Estimates 

On 12 February 2021, IASB issued amendments 10 IAS 8 Accounting Policies, Changes 10んな,unting
Estimates and Errors, in wはカ ヽinlroducesa new definttion of・accounting estimates・. The 
omcndmc心 oredcoigncd lo西 rifythe diotinotion between chongc,; in ocoounting c,;timotc,; ond 
changes in accounting policies and correction of errors. Toe amendments are effect油 匝 annual
periods beginning on or after 1 January 2023 w賃hearly adoption四 吋 如.The amendments are 
endorsed by EU during lhe year ended 31 March 2022. 

Based on全 <e<ー一mentmade, these amendmenls are not expected lo have a material impact on the 
company's liianaal的甜ionaoor,erfぷma匹．
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Amendnlt叫 totAS 1 Presentation of Financial Statements: Classification of Liabilities硲 Currentor 
Non-o.,rrent 

On 23 January 2020. IASB issued amendments to IAS 1 Presentation of F11ancial Statements to clarify 
the requirements for classifying馳bititiesas current or non-current More specifically. the an比1lllments
specify that a) the conditions wllic:11 exist at the end of the reporting period are those wllic:11 wil切 used
to determine w a right to defer settlement of a liability exists b) management expectations about e11ents 
after the balance sheet date. for example on wh叫印・aco11enant will be breaChed, or wllether earty 
setuement wil take place. are not relevant c) the amendments clarify the却 ationsthat are co心 iclered
settlement of a liabillty. The amendments are effec印efor annual匹心屯切ginningon or after 1 
January 2023 with earty adoption possible. The amendments are not endorsed by EU yet. 

Based on s• 兌•sment made, these amendments are not expected to have a material impact on the 
Company's financial position and performance. 

Amendments to IAS 12 Income Taxes: Deferred Tax related to Assets and Liabil政iesa・・ froma
SinQle Transaction 

The amendments require companies to re<匹 nisedeferred tax on transactions that, on inltial 
recogn仙畑.g面 rise to 匹ualamounts of ta心 bleand d叫uctibletemporary differences. The 
amendments are effecti11e for annual periods beginning on or after 1 January 2023 with earty adoption 
possible. The amendments are not endor.;ed by EU yet. 

Based on s«e<• こmentmade, these amendments are not expected to have a material impact on the 
Company's financial position and performance. 

3. Interest income and expense 

Interest and similar income 

loans and adwnces to affiliates (Note 27) 
Cash colateral (Note 16) 

Interest and similar expense 

Debt issued and other borrowing 
Cash colateral recei~(Note 21) 
Borrowing from affiliates (Note 27) 
Others 

For the year ended 
March 2022 March 2021 

~illi_o_r,_s_o_f_JPY Millions of JPY 

16,656 
23 

16,679 

For the year ended 

18.392 

18.4器

Morch 2022 Morch 2021 
Millions of JPY Millions of JPY 

(113) 
(28) 

(13,080) 

且i
,(,,~.222J. 

唸
(16.205) 

ill 
.u,s,.39~l 

Main reasons ol tile incre硲eil庫 tiltereS/ inco匹 aretile曲 ngesil叩直et如 dltioosof ilterest. Suell 
as interest rate gap between borrowing rate and lending rate wh町ecurreociら aredifferent. 
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4. Fee and commission expense 

F~ 血 yearended 
March 2022 

Millions of JPY 
March 2021 

Millions of JPY 

Guarantee fee paid (Note 27) 

謡 塁

5. Expeeted credit loss 

The lable below sh⇔ the Company's maximum e-.i-心 ureto uedn risk and loss allowances of financial 
inslrumenls subjed lo impairment as of the reporting dale. Certain off-balance sheel inslruments which 
expose lhe Company 10 a risk ol loss due 10 defautt by the parties undertying lhese contracts are also 
disclosed. 

As of March 2022 
Maximum exposure Loss allowance or 

to credit risk provision 
Millions or JPY Mill切liiOfJPY

Cash and cash equivalents 
Otherdebl匹
cash colat叩 Ipaid (Nole 16) 

Total 

241 
2.163.323 
120.416 

2,283.980 

256 

256 

As of March 2021 
Maximum exposure Loss allowance or 

to ere血『tsk provision 
Millions or JPY Millions or JPY 

Cash and cash equivalents 
Otherdebto, ゞ
Cash colat叩 tpakf (Note 16) 
Total 

557 
2,458、808
115.240 

2574.605 
' 

111 

111 

The fol加 ingtable contains an analysis of the maximum cred~risk e叩05urefrom financial assets not 
subject to the impainnent requiremenl3 in IFRS 9: 

Asof 
March 2022 

Carryinq value 
Millions of JPY 

Oenvat油 匹 ncialassets (Note 14) 
cash oouaterat recei啜 (Note21)
Total 

223.181 
(60.610) 
162.571 

March 2021 
carryinq value 
Millions of JPY 

183,149 
(38,840) 
144,309 
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Below table represents the creditおkexposure of loans by internal credit ratings and period end stage 
classification. Internal rating cat匂oriesare split as lolows: 

1) 7 grades in high credit quality category: from AAA to A・ 
2) 3 grades in good credit quality category: from: BBB+ to BBB-
3) 3 grades in speculative credit quality category: from 88+ to 88-
4) 3 grades in highly speculatNe credit quality category: from 8+ to 8-
5) 1 grade in subSlantial credit, 磁 qualitycategory: CCC 
6) 3 grades in default grade category: from CC too 

Internal credヽ ratingsare assigned taking into consideration the effects of economic fluctuations, to 
assess creditworthiness of an obligor in one year or longer from the mid to long-tem、pers匹d洒.In 
particular, internal credit ratings are assigned based on the•sses,ment of the mid to loog-tenn 
capability and certainty of debt repayment in add油ionto the fundamental cond恥ionsof a g訳 nobligor 
or facility. 

Internal Credij Rating 

AAA/A-

BBB+/888-

BB+/88-

8+/8-

CCC 

CC/D 

Gross carrying amount 

Loss allowance 

Carrying amount 

Internal Cred~Rating 
AAA/A・

BBB+/BBB。

BB+/BB-

B+/8-

CCC 

CC/D 

Gross carrying amount 

Loss allowance 

Carrying amount 

Staqe1 
Millions of 

JPY 

151,163 

2,012,160 

2,163,323 

(256) 

Z,163,067 

Staqe1 
Millions of 

JPY 

276,385 

2,182,423 

2,458,808 

(111) 

2,458,697 

32 

As of March 2022 

Staqe 2 Staqe 3 
Millions M蒻ons
olJPY of JPY 

． 
. 

As of March 2021 

Staqe 2 Sta叩 3
Millions Mil6ons 
ofJPY of JPY 

． 

To固

Milionsol 
JPY 

151,163 

2,012,160 

2. 163,323 
(256) 

Z. 163,067 

Total 
M轟onsor

JPY 

276.385 

2.182.423 

2,458,808 

(111) 

2,458,697 
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Tne ro11o面ngはbleeゅlains如叩ngesin loss alowance for lhe coo匹 n(sfinancial insllUments 
切weentne llegr>ning and tne匹 Ofthe因知：

Loans and 
advanc&dto 
affiliates 
Sta!j<! 1 

Millions or JPY 

Loan 
commillnents 

Staqe 1 

Millions of JPY 
Loss allowance as at 1 April 

2021 

Transfers to Slage 1 

Transfers lo Slage 2 

Transfers to siage 3 
Financial assets derecognised 
during芦匹

New financial assets onginated 
or pos力蕊≪I

Write offs 
Changes in mo<給V函
parametぬ

Fon,ign exchange adjustments 

Loss allow叩 easat31
March 2022 

110 

Total 
Mil鼠心of

JPY 

111 

(110) 

219 

(1) 

37 

(111) 

256 

219 37 256 

The Com匹 ny<Ii<! not nave any mancial assets or off-balance sheet financial inslruments必心i「心las

Stage 2 or Stage 3 <luring the reporting periOd. 

Loans and 
advanced to 
affiliates 

Staqe 1 

Millions or JPY 

Loan 
commitments 

Staqe 1 

Millio心 ofJPY

Loss allowance as at 1 April 
2020 

Transfers to Slage 1 

Transfers 10 Slage 2 

Transfers to stage 3 
Financial assets derecognised 

durtng pe匹
New financial assets originated 
orptJrchぉ匂

wmeo応

Changes in modeVrisl< 
parameters 

Foreign exd¥ange a<fjustments 

Loss allowance as at 31 

Mar~h 2011 

188 

Total 

M嵐,osor 
JPY 

189 

(1邸）

110 

(1) (169) 

111 

110 ー 111 

The Company did not have any fina心 alassets or off-balance sheet financial instruments classified as 

Stage 2 or Stage 3 during the reporting伐 riod,
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6. Net trading income/(loss) 

Net trading ilcomM(loss) on derivative financial 
instrumentS 
Net foreign紅 changegains 

F~ 血 yearended 
March 2022 

Millions of JPY 

March 2021 

Millions of JPY 

108,327 

2.128 
110: 写

168.031 

3.936 
171.,!1釘

The Company manages the risks arising from fluctuations in foreign currency exchanges and interest rates 

with the use of derivati11e instruments. The gains and losses on derivam蕊 ，whichare hekl for risk 
management purposes to ottset these fluctuations are in<加dedin Net匝ヽりな幻池I/loss).

Forh匹 instrum印 tswhere the cf直心Jdedderivatives are separated and measured at fair value. the 
gains and losses on hedging dem虚池sare offset by the gains and losses on細砂edderivatives. For 

the instru面 謂swhich are notば l叫，thegai心 and応函onh叫gilgdefiv甜函maycause如 uation
in the rewgniioo of gains and losses in Net lracfing inwo>el(loss). 

The vast majo<ity of the decrease of income in N耐lr8dt,ginoomel(/oss)紅 theyear ended 31 March 
2022 compared to the year ended 31 March 2021 is resutting from the hedging derivatives全叩isted

to the financial liabiltties designated at fair value through profrt or loss. This decrease is largely offset 
by a corresponding decrease of I函 intheNetga切即匈onfinancial Nab枷 sdes初 atedat fair value 
through pro、orloss (Note 7). 

Risk management, for informatiln regaflling the nature and extent of the Company's dealirlg with filancial 

instruments, is disdosed in Note 23. 

7. Net gain/{loss) on financial liabilities designated at fair value through profit or loss 

For the year ended 

Net gain/(loss) on financial liabilities 
desiQnated at fa、valuethro叩 hprofit or 

LOSS 

March 2022 March 2021 

Millions of JPY Millions of JPY 

(109,496) 

¥109,496/ 

(171.229) 

1171.229/ 

Interest e心 nses.gains and losses arising rrom叩 ngesin lair value and transadion coslS associated 

W~h the fin釘 1lil!~i!ilies gtsig咽 le<!al fl!if叫Yel!lro!!!)h prof~orは細 re四咄ぷ! yr咄 rNet 
呼叫loss)on financial 1/abil枷 s虎碕atedat fair直畑throug/1匹 litor loss, except ro, the currency 
Iran曲 tioneffeCI wllieh is ind口e<Iin /1/etlr叙linginco, 匹心SS)(Note 6). 

Thisd紅 teaseof loss in Net ga,1/POぶ）on frnancial細bil、ies<Jesig,,ated絨廂val暉 llll'ollf,力匹fiJ.or

loss is largely offset by and匹 eぉeor income inぼ"ttading incom<清loss)(Note 6) resutts,g rrom the 
hぷJgingdelivat西 associate<!to the fmancial liabilities designate<! at faヽ valuethrough profit or loss. 
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8. Other operating gains/(losses) 

For the year ended 
March 2022 March 2021 

Millions of JPY Minions of JPY 

Advance prici叩 agreementadjustment 
(Note27) 
Othe『gains(Note 27) 95-95

-

1,053 
142 

1 ュ195 

Advance pricing arrang@m@nl 

The Company had a unilateral advance pricing ag函 ment(the・unilateral APAうforthe avoidance or 
double tax噴切inthe Neしher1andsand in Japan, for叫ゆ Dutchtax aulh叩1涵 approvoothe renewal 
request on 5 June 2019 with the effective period started from 1 April 2018 and end匂 31Ma向 2022.
For the years ended 31 Ma心、2021and 31 March 2022, NHI and the Company agre匂 TO紐 Illethe 
adjustment in ine with the temゞ ofthe Unilateral APA. The advance prical(I勾reementadjustment was 
receivable from NHI ror the year end幻 31Marの 2021.Howe11e,. neill>er the Company nor NHI is 
Obligat幻 tomake a payment as of 31 March 2022 - on the taxa虚 income:therefore no gains or 
lo認esha11e been incu匹 dfor the year ended 31 Maゆ 2022in relation lo the Unilateral APA. (2021: 
JPY 1,053 milion gain was report幻 under0th町q油·i>l•Jg炉insl(I心sesJJ.

9. Salaries and social charges 

For the year ended 
March 2022 March 2021 

Millions or JPY Millions or JPY 

Salaries 
Pension premium 
Social charges and weffare 

g
g
g
g
-

g
醤
g-

10. Number of employees 

The C<>mpany凶 13emplOyees wooong in the N匂-心sasol31Man力 2022(2021: 14). 7 or匹 13
empiovees were訳 ltl<ina四n印ieasof31Ma心、2022(2021: 8). 

11. General and administrative expenses 

For the year ended 
March 2022 March 2021 

Millions or JPY Millions or JPY 

Sub-contractor fees (Notes 27) (518) (486) 
Taxes otlle< tllan income tax (1.005) (1.202) 
Independent aud~or"s expenses・ (42) (55) 

Other professional fees (27) (35) 
Administ国池(Note27) (112) (112) 
Others (4) !Bl 

(1.708) i1.898i 
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"Independent auditors・expenses 

For the vear ended 
March 2022 March 2021 

Millions of JPY Millions of JPY 

Audit (statutory) 
Audit -other assurance玲 MCeS 盆

g
l

認
l

⑮
l

12. Taxation 

The OOffifJOfNenlS of the taxation e巧iensefor the years ended 31 March 2022 ancl 31 March 2021 are as 
follows: 

For the year ended 
March 2022 March 2021 

MilliOns of JPY Millions Of JPY 

Current tax: 
Current income tax 
Adjustment in respect of current income lax 
of prior years 

Delerred lax: 
Effect of change in income tax rate 
Adjustment in respect or deferred lax 
of prior years 
Relating to temporary differences 

Taxation expense 

(336) 

(2) 

20 

(267) 

蘊

8
6
1
3
0

僻―

For the year ended 
March 2022 March 2021 

Millions of JPY Millions of JPY 

Profit before tax 1,748 1,067 

At Dutch statutory income tax rate (451) (267) 
Adjustment n rcspcot or ourrcnt inoomc tax or 

pEri伽or<:IyeOaIrs 叩 ngein incomeはxrate 
(2) 1 
20 邸

Adjustment it respect or deferred は•or prior years 130 
Effぬ ofpennanent difference betw年 ntaxable 

income and aooouming 邸r~ @ !11) 
Taxati<>n expense !• お） !611 

The如 tuior,income t江 rateincseased to 2:;, 匹 asof 1 January 2022 (2021: 2:;%). Effec印etax rate is 
ぉ.06%(2021: 25.96%). For the year ended 31 March 2021, the previously announced reduction 
(21. 7%) or lhe Dutch corporale income lax rale was not implemenled and income lax rate remained al 
25% in 2021. The impaCI or西 ngesin Duleh eo<po<ale income lax rale is included above in Effe<ぇot
change in iOCQfOO lax rale for both periods. 
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The movements in the income tax receiva珈 a心 def印匂taxassets a心 馳billtiesare as臼応心：

For the year ended 
March 2022 March 2021 

Millions of JPY Millions of JPY 

Income tax (payable)/receivable 

Beginning balance 122 (51) 

Payment 452 516 

Charged lo income (338) (266) 

Other movements 1 !Z!l 
Ending ba切nee 237 122 

Deferred tax assetsl(liabilities) 
Beginni屯1balance (2,579) (3,062) 

Deferred tax attributable to change in own creda 
risk (513) 809 

Effect of叩 ngein income諏 rate (83) 但5)
Adjustment i'I respect or deferred血 ofprior 
ye●rs 130 
Deere匹呻ledto temporary differences (117) (11) 

Ending balance (3.292) (2,579! 

oerem刃 taxassets and liabilities are recogni紐 dfor temporary differences between叩 carrying
amounts in叩 statementof fmiK相Iposition an<! tile切屈se.Del印吋 ta_xeso四 rd匹 tothe 
differences in t訟 basemeasurement and r的勾nitiontiming of taxable income. The majority of the 
delerr匂はxassets and liab韮iesor the Company pertain to the valuation of the derivative financial 
instruments a心 financialliabilities designat的 atlair value through P<゚lit"'loss.

The compooents ollhe delerre<I t訟 reeogniz幻 in匹 statementor financial r,os欣ionfor the四 rse心ed
31 March 2022 a心 31March 2021 are as follows: 

Deferred lax all心utablelo own credtt risk 
Valuation ol financial instrumenls 
Loss allowances for financial instrumenls 

37 

For the year ended 
March 2022 March 2021 

Millions of JPY Mi鳳心 ofJPY

(3,832) 
476 
64 

~ 

(3,215) 
610 

竿
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13. Financial instruments classification summary 

Mandatorlly at fair 
Financial assets at value lhrough profil 
amortised cosl or loss 

Loans and oovances 10 affillalos 2,181.~31 
Derivative financial assets 223,181 
Cash~nd cash equivalents 241 
Other assets 

- cash co11a1era1肉id(~Ole 16) 120~16 
Totalヽnanclalassets 2 282 088 223181 

Debi issued and other borrowing 

tFBDehionrorrraiuvongalllich tiainvprl g e li゚afifrfitbnoailim ontir cealis offiasl dlis liaeatsebigs il~nlaetes d at fair value 

249,430 
Other llabllllles 

・ ~Sh COll91碩 1reee1函 (No1e21)
Total lnanclsl llabllltlos 249,430 

38 

As of March 2022 
Millions or JPY 

Financial liabilities 
a・t amortised cost 

202,573 

787,126 

60610 
1,050,309 

Financial Liabilities 
designated at fair 

value through profit 
or loss 

1,162,533 

1,162,533 

Total - -

2,161,431 
223,181 

241 

120,416 
2,SOS,269_ 

202,573 

1,162,533 
787,126 
249,430 

四
2,462,272 
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Aヽ ofMarch 2021 
Millions or JPY 

Financial Liabilities 
Mandatorily at fair designated at fair 

Financial assets at value through profit Financial liabilities value through profit 
amortised cost or loss a1 amortised cost or loss Total 

Loans and oovances 10 affiliates 2,457,199 2,457,199 
Derivative financial assets 183,149 183,149 
Cash Jnd cash equivalents 557 557 
Other assets 

- cash 0011atera1 paid (~ote 16) 115,240 115,240 
Totalヽnancialassets 2 572 996 183,149 2,756,145 

Debi lssu叫 8心 olherbOrrowlng 254,737 254,737 
Financial liabilities designated at ra;r value 

1,334,609 11334.609 
lBOehororrriuvogawnh linvprg e ゚fifrfilnoamonrcalioffiasl ls iaIii les 896,182 896,182 

iabimies 192,736 192,736 
Other llabllilles 

・cashco11a1era1 reoel函 {NOle21) 38 840 38 840 
TolalヽnanclBIllabllttlcs 192~736 1, 18_9, 75_9_ 1_,33-4,609 2,717,104 
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14. Derivative financial instruments 

Deriva晒 financialassets: 

Foreign exchange related derivatives 
Interest rate derivatives 
Equ釘yderivatives 
Commodiy derivatives 
Credijden四 tives

Deriva紐釦ancialliaDil油ies:

Foreign excnange relat幻 derivatives
Interest rate derivatives 
Equltyd匹 lives
Comnゆailyderivat油 s
Credij derivatives 

March 2022 
Millions or JPY 

33,125 
25,458 
43,656 
119, 磁

1257 
223,181 

120,026 
26,187 
94,1四
4,853 
4.235 

249,430 

Asof 
March 2021 

Millions of JPY 

27.068 
34.883 
39.223 
79.248 
2727 ． 

183,149 

111.642 
28.107 
48.912 
2.383 
率

192.736 

Abo¥19 figures in tables consist of wrrent and non-current derivatiw financial assets a心 derivat油
financial liabilities. 

Notional amounls: 

Foreign excllange related derivatives 
Interest rate derivatives 
Equtty derivatiws 
Commoclily defivatives 
Credtt derivatives 

March 2022 
Millions or JPY 

701,764 
596,528 
511,742 
108,000 
187 316 

2,105,350 

Asof 
March 2021 

Millions of JPY 

1,144,041 
801,529 
506,968 
37,000 
2ね ,162

2.712.700 

All the above figures in ta珈 sinclude bifurcated embedded derivatives. Each derivative dassifocation 
includes derivatives referen匹 muliplerisk com印紐叩.For example, interest rate contracts include 
complex derivatives referencing interest rate risk as wel as foreign e心 hangerisk. 

All foreりnexchange related derivatives and other derivatives mentioned above, except for bifurcated 
embedded derivatives, are四心的紐dwith Nomura Group. 

The company uses derivatives for h幻9叩 purposesin the man勾ementof its medium term notes 
portfotio. This enables the company to mitigate the ma11<et risk and interest rate risk a心ingftom ilS 
assets and liahilitil'~. 

When caは』1a匹 thefair value of derivatives, lhe c, 日Itand debit valuation adjustments are taken into 
account. Tile西 Itand debit valuation adjustmenlS are minimal as如 Companyex叩 ngescash 
collateral (Notes 16 and 21). 
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15. Cash and cash equivalents 

TM屈ぼ必吟畑plis蕊 Of硲 hin 厖~ks 叫iCli iS ui'll'eS四的 for~中磁l

16. Other assets 

Asof 

March 2022 

Millions or JPY 

Other noo-airrent assets: 

Facilies and equipment 1 

l. 

Asof 

March 2022 

Millions or JPY 

Other current assets: 

Cash colateral paid (Notes 5 and 27) 120,416 
Others 1,743 

122.159 

March 2021 

Millions of JPY 

3 

3 

March 2021 

Millions or JPY 

115,240 
2.648 

117.888 

Underlntem疵ooa1Swaps and Deriva伽esASsoci戒面ぐISOAぅC向 aSupport Annex signed will related 

蝕 庫s.叩 a順珈yposts Cash COl3t細 Ito dem1心 counte呪幽S叫閲tode磁訳四瞬etiOoS.
Others mainly indude accrued intereSI income. 

17. Issued and paid-up capital and reserve 

Theautはれ迂dsharecapital consists 01315,000ooinarysharesof Euro ("EUR") 454 par value per share. 

The issued and paid-up share capにIcomprises of 113,000 shares with EUR 454 par value per share. 

Details of lhe issued and paid-up capital are as folows: 

lssぽ,dand匹むpcapital at historical cost 
(JPY Mllions) 
lss園 a心匹恥pshares (Thousands) 
Par value per share (EUR) 

Issued shat琴 at悶rvalue (EUR Thousands) 
Exchange rate (EUR.JPY) 

ISSue<l and pa和 pcapital (JPY M轟ons)

41 

Asof 

Maren 2_1)_22 

8,402 
113 
454 

51,302 
136270 

6.991 

Maren匹2_!

8,402 
113 

生
51,302 
129.775 

6.658 
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Di伽renoeb<l屈 enissued and pa和 pea訊aland iss¥四 andpaid-up ca臼alat historical cost is"'匹 nled
u爪ferrese"心 asIOIIOwS: 

Issued and paid-<Jp c.ip~al at historical cost 
Issued and paid-<Jp c.ip~al 
Translation difference 

March 2022 
Millions of JPY 

Asof 

8,402 
辛
1,411 

March 2021 
Millions of JPY 

8,402 
6.658 
1.744 

As required by Article 2:373 paragraかSoftheOutchC切ICode the /ssぼ d釘“匹辻upcap/t叫account
is measured using如 sharesissued a心 paid-upat par a心 translat匂 using血 closingrate from EUR 
to JPY as of the reporting date. n,e difference between the histo~cal cost and the carrying amount of 
t11e issu匂 a心 paid-upcapital as of the reporting date is recottJed u心erCixrency translation re紐喰．

18. Dividends paid 

During the year ended 31 March 2022 no dividend was paid to the shareholder of the Company. (JPY 
5,300 million d袖 lendwas paid f0< the year ended 31 March 2021). 

19. Debt issued and other borrowing 

a. Non-airrent debt蕊 uedand olller bor, 四 ing

Beginni叩 balance
R的emptions
Reclassifica匹 tocurrent馳 は 函

Other movements 
Ending balance 

b. Curren! debl issued and Olher borrowing 

Beginning balance 
Redemptions 
Reclassi佑 "1ionsfrom non-current liabillties 
Othe『moveme西
Ending balance 

For the year ended 
March 2022 March 2021 

MilliOM or JPY MilliMS Of JPY 

242,203 
(29,460) 
(50,728) 

血
161座

For the year ended 

315,818 
（心，207)
(25,598) 
(1.810) 
242竿

March 2022 March 2021 
Millions or JPY Millio心 olJPY

12.534 
(20.397) 
50.728 
(1.898) 
40.967 

64,332 
(75.436) 
25,598 
(1,960) 
12,534 

In the above tables. Otller molltfllenb are mainlv related to the effects al the foreian exchanQe resutts. 
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20. Financial liabilities designated at fair value through profit or loss 

a. N叩つ』rrentfinancial liabilaies designated at fair value thro叩h匹 filorloss

For the year en必d

Beginnrig balance 
Issues 
Redemptions 
Reclassifications to 
current liall函底

Foreign eJO::llange results 
Unrealised revaluations 
Changes in own etedit risk 
Otlle『mo11ements
Ending balance 

March 2022 March 2021 
MiBions of JPY Millions of JPY 

797.915 
322,935 

(212,639) 

(158.307) 
10.207 

(36,572) 
(2,297) 

率
72t4出

917. お5
243,222 

(176,719) 

(206.2お）
1.162 

16.110 
3,375 

堡
797ユ915

b. Current fmancial liabilities designated at fair value through profit or toss 

For the year ended 
March 2022 March 2021 
Milions of JPY Millions of JPY 

Beginning図lance 536,6以 1ヽ3,668
Issues 232.727 549,204 
Redempt虹℃ (516.118) (167.738) 
Reclassifications from 
non ourrcnt ぬbilltic~ 168.307 函 .246

FUonrereigaln ised eJ<Chreavanglue , results 9.023 12.378 
ations 19,532 124,004 

Changes in own呵 itrisk 308 (164) 
Other mo,.-iments 函 !904! 
Ending balance 441,039 5給.694

The impact of lair value cllanges attributable Lo Ille Company's own credit risk included in other 
comprehensive incomel(loss) on f111ancial liabilities designated al fair value through profit or IOSs is an 
unrealised gain of JPY 1,989面馳>nfor the匹arended 31 Marcil 2022 (JPY 3.239 million IOSs for the 
financial year匹 ing31 March 2021). The cumulative valuation adju辿郎叫resultingfrom own er, 碑
iS an unrea紐 gainor JPY 14.851 million as or 31ぬ roll2022 (2021: JPY 12.862 milliOn gain). The 
Company calculates the own crec直spreadsreferring to seeo心arymarket pnces. 

Contractual due amounts of Ille notes which are is$碑 dby the Company may link Lo variclUs indices. 
For risk management purposes. the Company uses derivative transactions to hedge the risk arising 
佃 nthe fluctuations or i咄函.contractual obligations are included in the fa~value measurement of 
financial instluments by using parameters and mooets as or the reporting date as disclOSed in Note 
24. Fair value. OCA amounts are disclosed separately in the ariove. 

The notes面Illpnnclpal protぬ ednature have a carrying amount oi JPY 313.4お millionand the 
principal ollligalion of JPY 374.989 million as of 31 March 2022 (2021: carrying amount JPY 44゚.941
million, principal obligation JPY 4!18,852 million) 
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21. Other liabilities 

cash colateral rece洒 d(Notes 5 and 27) 
Others 

March 2022 
Millions or JPY 

Asof 

60.610 
3.081 

63.691 

March 2021 
Millions of JPY 

38.840 
3.382 

42.222 

UnderlSOAC匹 ItSupport An心 xsigned with related parties, the Com四nyreceives Ca$/I c,; 贔痘dllrom
de徊邸c:wnterpa曲 srelated to derivat油 transぷ北傘.Others mainly il<加deaccrued interest expense 
and other aeaued expen函 ．

22. Commibnents and contingent liabilities 

The Company has JPY 371,413 milion unsettled loan commttments to Norr口 aGroup叩叩aniesas ol 31 
March 2022 (2021: JPY 241,613 milion). Unsettled loan commttments are held off balance sheet. untJ the 
point al wllich they四 ITl6drawn. 

23. Risk management 

The Company's risk man勾ementa曲沿蕊invo畑 boththe g竺西mentand transfer of ceitain riSkS曲 iCh
the Company must manage. The most important types of risk are market rislt, credit risk, liq直輩yriskand

operational risk. Markel risk in<: 如 currencyrisk. price risk, and interest rate risk. 

Tne companys plfmary o呪心紐 is10 ac1 as a finan凶19ven1c1e ro『NomuraGroup. To lllis e閲，1ne
Company issues debt with returns finked to a variety of different indices including but nOI limited to 
equ証ies,interest rate, foreign exchange, credit and oommoc珈es.The Company actively manages the 
resuttant risk using derivat油 financialinstruments滋 hthe intention of efiminating significant market 
risk arisi叩 fromsuch instrumenis. The Company tra心a匹 thesederivat池 instrumentssolely with 

other entities within Nomura Group. 

The Company's financial instruments include loan advances, cash collateral deposited to or reeeived 
froo1 other町rtitleswithin Nomura Group, debt iss<尺dand other borroWiog, fina叫 atinstruments 
designated at fair value through profit or loss and derivatives and borrowing的 maffiliates. 

Group Risk Appetite 

Nomura GrOIC) has determined Ille types and tevets of risk that It will assume in pursuit of ils strategic 
objectives and business plan and has articulated this in低 RiskAppetite Statement. This document is 
jointly submitted by the Chief Risk o佑cer("CROぅ.the Chief Financiat Officer (℃ FOぅandlhe Chier 
Complionoc OffiocrぐCCOうtothe巳cootivcMonogcmcnぽ奴四ぐEMB")for opprovol. It will lhcnむ

further reviewed at the Boalll Risk committeeぐBRC")through the au!IIOtty to consent to the relevant 

匹 posalraised by the executive side. 

The Ri汰心pet油eStatement匹 Yic!es●n aggregated view of心kand includes cap~al 訳たquacy.

, iquidity. financial risk and non-匹心alrisk. II is sut:1ect to regular mon如oringand breach escalation as 

app;o面ateby IJ¥e owner oft厖 rele滋 ntrisk appetae statement. 

Nomura t;rwp・s Risk Ap~lit• $1at•m•nt is r匂 uir≪Ito I><'r~vi~w~d at leお tannually by Ille EMB but 
it is reviewぷIon an ad-hoc basis ff necessary, and must specificaly be reviewed following any 
significant changes in Nomura Group's strategy. Risk appetite undefl)ins all add此ionalaspects of 

Nomura Group's risk management framework. 
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Glo如 IRisk Mana~ement Structure 

Upon delegation from the EMB. the Group Risk Management Committee ("GRMC") dctit:>trates on or 
determines inportant matters co応 smingintegrated risk management of Nomura Group to苓却rethe 
sound and effective management or its businesses. The GRMC establishes a rramewol1< of integrated 
risk management consistent with Nomura Group's risk appetite. The GRMC supervi迂 sNomura 
Group・s risk management by esta輝shingand o匹 ra匹 Itsrisk management rram的 Ork.The GRMC 
reports the status or key磁 managementissues and any other matters deemed necessary by the 
committee叩 irmanto the Board of Director of NHI and the EMB. 

In a必 油ion.the GRMC. upon delegation from the EMB. has established lhe Risk Management氏 licy.
describing Nomura Group・s overal risk management framewol1< including the fundamental risk 
management principles followed by Nomura Group. 

Upon delegation from the GRMC, the Global Portfolio Committee「GPCうdeliberateson or determines 
matters in relation lo the management or global印“直oconcentration risk. 

The CRO is responsible for setting the overall strategy and direction or the Risk Management Division. 

The CRO is responsible for supervising the Risk Management Division a叩 maintainingthe 
effectiv<,ness of the risk management framewol1< ifld叩 sndentlyfrom the business units within Nomura 

Group. The CFO is responsible for o¥/8rall financial strategy or Nomura Group. and has operational 
authority and responsibiltty over Nomura's liquidity management based on decisions made by lhe EMB. 
The CCO is responsible for supe溢 ingthe legal, Compliance and Controls Division ("LCC D函 ionう
and maintaining the effect枷 nessof the non-financial risk management伝1mewo11<(operational risk and 

reputational risk). The Risk Management Division, the Finance Division and the LCC Division comprise 
various departments or units established independently from Nomura Group's business unils. These 
three divisions are responsible for establishing and operating risk management processes, establishing 

and enforcing risk management polic1e, and regulations, wrifying the effed油 nessof (isl(management 

methods, gathering reports lrom Nomura Group entities, reporting to Executive Officers/Senior 
Managing Directors and the GRMC and others, as wel as reporting lo regulatory bodies and handling 
regulatory applications conceming risk management methods and other Items as necessary. Important 
risk managem細 issuesare closely communicated among these three d面sionsand the CRO, CFO 
and CCC. The CRO, CFO and CCC regularty attend the EMS and GRMC meetings to report specific 
risk issues. 

Policies and procedures are essential tools of govemance and define pri心 pies,rules and standards, 

and the s匹cif,cprocesses that must be adhered to in order to effectively manage risk at Nomura Group. 
Risk management o臼rationsare designed to細nctionin accordance with these印 鼠托;and 
pr西 ures-

Developmenしconsolidation,monioring and reporting or risk management inlonnation (.. risk Ml-) are 

fundamental to the a叩 ropriatemanagement of risk The aim or all risk Ml isto provide a basis for sound 
decision making, adion and escalation as required. The Risk Management Division, the Finance 
Division and the LCC Division are responsible for producing regular risk Ml, which refleds the pos~ion 
of Nomura Gro叩 relaliveto stat図 riskappetite. Risk Ml includes infomnation from across the risk 
classes defined in the risk management lram細叩andrelied the use or the various risk tools used to 
identify and assess those risks. These three d心 nsare responsible for implementing appropriate 
control$ over doto in四 rityfor匹 Ml.

The Company's qualitative and quantitative risk management 

Markel Risk 

Market risk is the risk ol I心 aris収 lromfluctuations in values ol f,nancial a廷etsand llabifities 
(incJuding off balance sheet items) due 10 flucluations in market risk faclors (interest rates. foreign 

••-<-h•-'!9• l<!l'l'$, pr捻$QI$如ぺぷ aoo0th•~). E危M>man•~•m町rtolthi$ 岱kroqu匹でし心 a切ity
10 analyse a c,; 血池xande沢Jivingportfolio in a constanUy changing global market environment. identify 
problematic lrenels and ensure Iha! appropriate aclion is laken in a limery manner. The Company seeks 
lo minimise lhe markel risks by enlering into derivative agreements to eoonomically hedge lhe 
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e,xposures in~s loans and medium temヽnoしes.The maturity structure of the derivatives corrら ponds
with the maturity of the medium tenn noしesbeing he屯匹．

Interest Rate and Equity西 R磁
It is the policy or the company to畑 dgeinterest rate and匹 uityprice exposures via the use or interest 
rate deriva細 s,cross叩 rrencyderivat涵 orequity swaps. 

The Company raises funding面m切 ort-termor匹 termborr畑 ingsthrough the issua心eofmedium
term notes. The company lundS the desired c., 匹 nc::iesat both fi以edand noating rates or interest and 
then uses both interest rate and currency derivatives to generate the des知 interestrate hedge profile. 
This will inwlve matching the coupon dates on both the assets and I叫涵底swllere relevant. 

Applying the above hedging poicy on interest rate exposure, the Company does not have a改 nificant

interest rate exposure as ol 31 March 2022 and 31 March 2021. 

Currency Exposure 
Currency exposures are comprised ot the monetary assets and monetary iabildies of the company !hat 
are not denominated in the functional currency of the Company. All mate池 Inet currency exposure 
arising from activities of the company is a凶velyはるgedusing foreign exchange related derivatives 

and/or currency delivaliv岱

It is the poicy of the Company not to trade currency exposure; therefore, all currency derivat洒
transactions are entered into雌 hthe intention of hedging only. 

Applying the above hedging policy on currency exposure, the Company does not have a significant 
currency exposure as of 31 March 2022 and 31 March 2021. 

Credit Risi< 

Credit riSk management 
Credrt risk is the risk of loss arising from an obligor's default, insolwncy or administra唸~ing
呻 ichresults in the obligor's failure to meet its contractual obligations in aa:ordance with agreed ternヽs.
This includ⇔ both on and offもala心 sheetexposures. tt is also the心kof IOSS arising through a credit 
vatuation試ljustmentassociated w油 deteriorationin the creditworthiness of a oounterparty. 

The measurement, monitoring a心 managementof credいiskat Nomura Group are governed by a set 
of global poli(年 andprocedures. Credit Risk Management ("CRM1, a glObal function within the Risk 

Management Division, is respo心 ibleror the im位暉entationand maintenance or these poiciH and 
procedures-Credit risk is managed by CRM togelhe<吼 hvarious global and regional risk cooi, 直 tees.
This ensures四 nsparencyof mate池Icredit risks a心 compliancewith established credit limils, the 
opprov.il of mot西 Io>rtoneions of Gtedd and tho o父iOlotionof risk oonoontrotions to oppcoprioto senior 
management. The Credit Risk Control Unit is a function within the Risk Model Validation Group whゆ
is indepe心entof CRM. It seeks to ensure that Nomura Group's internal rating system is property 
revi的 edand validated. and tllat匹 aksor issues are reported to senior management屈 timely
resolution, 加 unitis responsible for ensuring that the system remains accurate and predictive of risk 

aoo provides periodic repo呻,gon the system 10 seniOr management 

c, 碑 qualityof financial assets 
TMCOm四nyis a fully owned su区 idiaryof NHJ, whO is tM guaranto, of th~not~s isSUed by tM 
Company. together wrth another related party. Therefore the Company considered the cred貨ratingof 
Nomura Group as the same en叩 ratingreceived by NHI from S&P Global Ratings whゆ is888+ as 
of31 Ma心、 2022.

The Company's IOans and de印甜vefinancial instruments are tr印 edexduwely wtth Nomura Group. 

The external叩 hrating of NHI is c:onsi<lerea toe加 bit祁equateprot紀ぬnparameters. as defined by 
S&P Global Ratings. Consequently. the Company deems that credit risk is minimised. 

Co幻'itRi汰Mi/lgalion~釦伽年匹S

As mentioned previously, the Company enters into ISOA master agreements or equivalent agreements 
(called・Master Netti叩 Agr狂 m印 tsうtomitigate ils exposure to cred日105s.The impact of offsetting 
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finanはalassets and financial i.lbitities which are subject to these agreements is not reflected in the 
statement of financial position. 

Im匹 iredlifl叩凶11assets 
The Company assesses on a forward-looking basis the ex岱ctedcred貨lossesassociated with ils 
financial assets. The Company recognises a loss allowance for such losses at each reporting date as 
described in Note 2.3.e. 

All loans are transacted wih Nomura Group. Please see Note 27 for the amount of impain'nent 10ss 
recognised for the year ended 31 March 2022 or ptむ匹nod.

liquidity Risk 

Uqu虚 y細 M印 叩ment
Nomura Group defines liquidity risk as the risk of loss arising from difficuly in securing the n町 e<ssry
funding or from a significantly higher cost of funding than nom叫 levelsdue to deterioration of Nomura 
Group's creditworthiness or deterioration in marltel conditions. This risk could arise匝 m Nomura-
S区：cific o『marltel-wideevents suclt as inability to aecess the secured or unsecured debt markets, a 
dete心rationin Nomura Group credit ratings, a failure 10 manage unplanned changes in funding 

requirements, a failure to liquidate assets quickりandwilh mininat loss in value, or changes in 
regulatory capital restrictions which may prevent the free now of funds bell収asndifferent Nomura group 
entities. liquidtty risk management policy is based on liquidity risk appetite formulated by the EMB. 

Nomura Group's liquidity risk management, under marltel-wide stress and in addition, under Nomura 
Group specific stress, seeks to ensure enough continuous liquidity to meet all funding requi田 n<enliand 

unsecured debt obligations a叩 ssone year and匹 ay匹 nodsre•r茫m函ty without raising funds 
lhro叩hunsea.tred funding or through the liquidation of assets. 

Nomura Group has in place a number of liquidity Risk Man叩ementframeworlts that enable Nomura 
Group to achieve ils primary Iii田lttyobjective. These frameworlts include (1) Centralized Control of 
Residual Cash and Maintenance of Uquidity Portfolio; (2) Utilization of Unencumbered Assets as Part 
of liquidity P叩 folio;(3) Appropriate Fu心inga心 D面 rsificationof Funding Sources and Maturities 

Commensurate with the Composilic>n of Assets; (4) Management of Creda Lines to Nomura Group 
Ent佃ies;(~l~m•ntalion ofUquidtty 3tress Tests; and (0) Conti1,g.,,c.y Funding Plan. 

The EMB畑sthe authority to make deci函 nsconcerning Nomura Group liquicfijy management. The 
CFO of NHI has the O匹 rationalauthority a心 respo心ibil日yove『NomuraGroup's liquidity management 
based on decisions made by加 EMB.

The Company is fully integrated into Nomura Group's LiQu珈 yRisk Management framewO<t<s g油 nIts 
primary rote as the funding vehicle of Nomura Group. 

The maturity p, ゚fileand sou四 ,sof funding of the Company are actively monitored a心 managedby 
Global Treasury of Nomura Group to avoid any co心 ntrationof fu心ingby maturity and sou匹 .The 
distribution of sou匹 sotru心ingand their maturity匹 fileare actively man勾edin order to ensure 
a匹 sstofunds a叩 toavoid a concentration or funding at any one time o, from any one幻 u心 ．
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Contractual Maturity Tables 

The tables below are based on u1>31scoun1ed cash nows thus they do not reconcile to the state,nent of financial position except for th.e Pnanc/o/ 1/abllltlos do叱両ぼ1o, lttlrvo/uo 
伽如ghpro/ii ,r I〇●● roponed uoldor on dom血 dcetogory. Where the amounl to be飼<Ior the amount to oo recolvod Is not fix叩,lhe amount dlsclos凶 isdeterml暉 dby 
reference to lhe co11d~lons existing at the end of the reporting pertod. 

The embedded derivatives which are recorded under Cerivative financial assets a,>d 0-erivative nna心 ialliabilit泊sare not separated from the hybrid financial instrument for 
t11e pu叩 seof pres.enting the contractual maturity of the financi<l I instruments. 

Approximalely 70.46% (2021: 64.06%) of 1he below menlloned financial liabilities have 1he feature of either ea rty terminallon or redemption. 

Financial assets 

As Of 31 M畠ltCh2022 Le-H than JO 31- 91 days 
, _. 

Later th.an 
Ondomand da庄 90 da}'.! ー1匹 『 l!•" 5匹 『＄ Tct』

J~Ymll JPY mll JPYmll JPYmil JPVmll JPYmll JPY mll 

U鳩nt•ndCKIY'enctt I〇書ffl11ettt 匹 .3<0 1 025,302 
TOC轟Iundl1c::ounttd tlntncltl 111et1 edm 1 025 30i 

,.a,oos 
1uo!! 

匹，392
耳o3tz

2,384, 函
z3uob 

TOCol tXPoヽ•rtlO llquldlty rt1k 982匹 1 025 302 ,、6,035 250 392 2,314,089 

As of 31 M•Kh 2021 Le-s.s than JO 31- 91da~ 1-5 Lale『than
On demand d●'IS 90 dlX!; 一1心 『 I!"" 5:r!!tS y..., 

J?Y mil JPYml JPY mil JPYmll JPYmll JPY mil JPYml 

1.oer,tend&<t.•""• IOlffill●t●● 7心，心8 1,562,685 156息M 2,'60,177 
Total undl1c:ounlcd fln111nclal Hstll 740,• '8 1,!82,&d ia.,,984 2,• ぃ，127
Tocal tlCpo奮●,. lO llquld11y r11k 740と“ 1I 582 I 685 1蒻，i田 2I 460I 127 

48 

-473-



 

 

 

 
 

NOMURA EUROPE FINANCE N.V. 

NOTES TO  THE FINANCIAL STATEMENTS 

Financial liabilities 

Atof31 MIi虻h2022 Leu thin JO 11 • 91 dO)'I 1-6 Later than 
Ondem,nd d轟2 tod•~ 一1X!;! 『 I!"" 5~u• Tot"' 

J>v ... , JPY直 I JPY mil JPYmil JPYmll JPY mil JPY ml 

”OtDeFBo≪ina゚hebfiicmncilr !&sorCOfflianguel l ... iamd伍凶●t.,,mondi涵,n1otffi1dhellesig訓『.. bonarrtcmed ing at fair val.,e through 

2,321 3,090 Z7,375 30,739 16:l.421 225,9心

209,750 20,4お 32.357 2お,916 481,612 

“’” 
1,415, 知

391,338 397.160 788.•98 
2ヽ3836 7.088 120咽 371 .. 13 

Tocal undl1counlod fln1nol● I ll1blllllC11S 
TOCOI● icpo,.,. ,o llquldlty rt111 

2-19,7&0 
iii 750 

657,t,O 

’”‘窃
4390195 
lヽ9H!

378,780 
376 7碍

5121"' 
!1!!!1 

6851215 
585,215 

2180-11721 
2,801,721 

As of 31 MalCh 2021 less th箪‘” 31- 91 days 1-5 Later than 
On dom.,nd da~ 90 di)!! ー1匹 『 X!•" 5匹『S Total , .... , JPY mil JPY mil JPYmil JPYmll JPY mil JPYmll 

p,0DeFBooIN1o暉bf,iowncl1lal0,叫i1ngue1I°"叩1md~cmt● 叫nd!i.. a心ocf,d面lie副柑.. bo1nantowedlng etl● i,valJethr四 h

4,301 ,.on 9,563 66,820 186.en m.•33 
2:11,317 23,034 130.243 1釦．“ 456,227 •91 .1•2 1,526,423 

3231ヽ7,.057180 5834,.669 434 rm241,,7626 14 

Toe.al undisoe>untOd financial lla.bllitlcs 2J1,317 57●● 72 719,418 巫，023 523,047 6駁1,819 2,9心，196
Total expos● re to liquidity rf sk 2J1,317 ., ... e, 719.418 匹 .,023 523,047 686,819 2,943,196 
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The table below shows the maturity profile orthe Com~sany's financial de~vatives. The analysis into ,naturity grou蝕ngsis based on the remaining period to the contractual 

maturity date-. 

Financial de riv at Iv●● 

As of 31 MalCh 2022 Len than JO 31- 91 days 1-5 Later than 
On demand ••l'.! 90da~ 一1匹 『 )!!•" 5匹『書 T四

,,v .. , JPY mll JPY mil JPYmil JPYmll JPY mil JPY mil 
Net-tettle<l l'in畠ncla;JdいW絨IVO$
Net遭en給dd疇爪噂l¥ieisamounis 141,367 2,800 5,436 19,049 30,313 硲.168 245,123 
Toe轟Iundlsce>unted ntt-settled flnanclal 
dtrtvaclvt1 w ,m 

2,u゜ 5~:14 t9,1CM9 l01lU 48,188 2u,m 

GtOH•S印臼 tlnancl●I 心rtv副Ives

Contractual am°'"a 1eceivable 
1638633,4, 細13! !254匈 ..1772゚8I 

18,966 
1111112. シ,320• l 1~75.s.6n23 1 1,1ぉ08，606,3<8) 

Con四<tualem.._...• payめ給 QI, 記 i1,1 l 
Total undlsc:ounted gross settted 
financial doヽvativn 14,744! 13,658 112,iu1 !5,:t241 j18,0判 127,2到
Total undlscounted financial dertvati•,e Ul,3$7 (1,944) 19,094 6,,166 25,049 28,114 217,865 

At Of 31 Mt虻h2021 UH than :a.o 31- 81 days 1-6 Lal●『than
Ond釘,,... daX! 90 daX! 一1匹 『 :ears り竺＇奮 Tel00 

J>Y叩 I JPY rril JPV mil JPYmil JPYmil JPY mil JPYmil 
Net-settled l'¥nancla'.1 derivatives 
Net-settled d鴫riv訓訳心amot.ns 76,016 1632 6740 お，578 33函 50,884 194,842 
Total undlsoounted net,se.ttled flnancial 
d● riVOCIV●● 1&1018 1、6:l2 e,140 25,578 )3,992 60.!14 1以11-42

Gro11-stttl0d t1n1ncl● I dOrtv馴IVH
Coo-• ●1 瓢"°"''r1W.~bl<> 1.7ヽ7,818 31●、3•3 19,831 

!127102,, 11傘~ 111 .•21 ~2.308,2$5,6、7368! 
Con•octuol ema..-.t● Pa •roYめssle settled !1,735, 心B! !312,091! !19, 竪9 p 1•1 1おi
Tocal undlsoount~g tlnanclal 
doriv,tfv●書 1210IO 2.252 1191 12ヽ，7601 12,7381 f'1312051 
Toe.al undlsc:ountecl financial derfv訊i・,e 16,016 13,692 8,992 2S.SS9 9,232 46.146 181,637 
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Operational Risk 

Nomura Groのdefineso蛉rationalliSk (IM竺OperationalRiskうasIM liSk of IOss or non-financial impact 
arising rrom inadequate or failed internal procさ=.peo四 andsystems or r,om external evenlS. 
Operational risk includes in tts dem員ioncompliance. legal. IT and cyber serurity. fraud. thin:I party and 
other non-financial risks. Operational risk does not include strategic risk and reputational risk. however. 
some operational risks can lead to reputational issues and as such operational and reputatiortal risks 
may be ctosetyヽnked.

加 rnreeLi>es of Defense 
Nomura Group adopls the industry standard "Three Lines of oerence・for the management of 

operational risk. comprising the following elements: 

First Line of Defense: All exeaJ!ives and employees of the front office for Financial Risk and all 

exect』livesand employees fo「Non-FinancialRisk are primarily responsible for risk man辺釘nentand 
assume the consequences ss勺由tedwtth business execution and to prov如 evidenceand justify that 
lhe risk arising from their business activities is in tine wih risk appetite. 

Second Line of Defense: The de四rtmenlresponsible for risk management supports and monttors 

manage面 ntacti面 eson the Fi四 Lineof Defense a叩 reportsto boaros and the senior management. 
In addttion, the蕊 condLine independently evaluates risk management governance established by the 

First Line. 

Third Line of Defense: The Internal Audtt rundion examines and evaluates the risk management from 

an independent standpoint, pr゚wlesadvice for improvement, and reports the examination and 
evaluation are reported to the Audit Committee. 

Operaぬna/R磁 ManagemertFtan1ework 

An Operational Risk Management ("ORM') Fram印心thas been established in order lo allow Nomura 
Group lo identify, assess, manage, monttor and report on operational risk. The GRMC, with delegated 
authority from lhe EMB has fom,aJ oversight over the management of Ol)erational risk. 

The ORM匝 meworl<consists of 1) Infrastructure oいheframeworl<, 2) Produas and 3eNices a心 3)
Ou1pu1s. The Com四nyis rutly integra1ed into Nomura Group's ORM framework. 

BelOw are the measures taken to control the main Ol)erational risks whicll fom, Products and SeNices 
in the ORM framework: 

• Risk and Control Self-Assessment: This process is used 10 identify the inheren1 risks the business 
faces, the key controls associョtedw血 thoserisks and relevant a叩 nsto mttigate the residual risks. 

• Scenario Anatysis: This process is used to assess potentially high im匹ct,low likelihood operational 

risk events. 

• Event Reにlf1ing:This process is used to identify and report any event曲 ichresulted in or屈dthe 

potential to resu" in a loss or gain or other im四a企 sociatedw油 inadequateor failed intemat 
pr匹 sses,people and systems, or from external e畑 Is.

• Key Risk I,. 四 tors:These are the metrics used to moo恥rthe business・exposure to operalionat risks 

a心函~r approptiat~r~sーasthreshokls are応 aehed.

Applying the above measurements. the company does not have a significant operational risk exposure 
asor31紬郎h2022 and 31 March 2021. 
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24. Fair value 

Fair value Of financial assets and financial liabilities 

Comparison of the canying amounts and fair values of financial ins如叩.i

The carr匹 amountsor current和 ncialassets and current financial liabiilies measured at amortised 
cost including Borrowing from affl細 tesfairtya印 roximatetheir lair values, since they are short-term in 
nature. Below tables include comparison of the carrying amounts and lair valu蕊 ornon-current loans 
and advances to affiliates and non-current dell! issued and other borrowing. 

Loans and advances to affiliates 
Debi i認 uedand other borrowing 

Loans and advances to affiliates 

Debt isSt氾dand other borrowinQ 

As of March 2022 
C叩 ying
amount 

Millions or JPY 

247,880 
161,606 

Fair value 

Level 2 Level 3 

Millions of Ml血 nsof
JPY JPY 

247,957 
156,879 

As of March 2021 

Carrying 
amount 

Millions of JPY 

242.203 

Fair value 

Level 2 Level 3 
Millions of Milfions of 

JPY JPY 

237.207 

For financial assels calTied al amortised cost which haw a malurily of more lhan one year from lhe 
reporting date, fair value is delennined based on discounled cash flows using the p,evai5ng rales from 
theぬ ivemart-ets. Cre<lrt risk and seniOrily of tile relevant loans are taken into consieleratiOn in 
delemヽiningthe fair value of lhe loan. 

For financialヽabilttiescalTied at amortised cost having a malurily of more than one year from lhe 
reporting date, fair value is delennined畑sedon price quolalions at the reporting date. These 

quolalions are based on techniques for which all inputs lhal have a significant effect on lhe fair value 
are observable e計herdirectly or indirectly, as wel as techniques which use inputs not based on 

observable marltet dala. 

Fair Value Hierarchy 

All financial instrumenls me蕊 uredat fair value. including lhose measured al fair value using the fair 
滋 lueOplion, ha治 beeneat虻 匹 匂 11110a three-tevet fi祀rarcfiy("ta冒 valueh祀ratchy"Ji;; 廷匂 onme 
四 nspareneyof valuation inputs used by Nomura to estimate fair value. A financial inSlrument is 
classified in the fair value hierard>y based on lhe lowesl level of input that is significant to lhe fair value 
measuremenl of the financial instrument. The three levels of the fair value hierarchy are defined as 

follows, with: Level 1 rep, ⇔ enting the most transparent inputs a心 Level3 representing the least 
lransparent inputs: 

Level 1: Observable valuation inputs that reflect quoted prices (unadjusled) for identical financial 
i11,11u11記111!,b叫叫illacliv,, IIRllk 

Level 2: Valuation inputs olher lhan quoled prices included wtthin Level 1 lhal are etther directly or 
i心irectlyobsetvable ror the financial ins如 menl.
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Level 3: Unobservable valuation inputs which reflect Nomura Group's assumptions and specific data. 

For the pu叩seof fair value disclosures. the Company has detennined classes or assets and駐billties
on the basis of the nature. characteristics and risks of the asset or liability and the level of如 fairvalue 
hierarchy as e,cp&ained abo池

For assets and liabil油iesthat are recognised in the financial stat.ment; on a recu匹 baSis.the 
Company detemiines whether transfers have occurred between LevelS in the hierarchy by re-•1~ 勺 i叩
categorisation at the beginning of each repof1ing period. 

The availabi騒yof valuation inp,.』tsobservable in the mar1<e1 varies by product and can be affected by a 
variety of fadors. Significant factors include. but are not restricted to the prevalence of similar products 
in the mar1<et, especially for customized products, how establish叫 theproduct is in the mar1<et, for 

example, whether It is a new product or is relatively mature, and the reヽabilityor infonnation provided 
in the mar1<et which would depend, for example, on the frequency and wllJme of current data. A period 
or significant change_ in the mar1<e1 mayぼ lucethe availability of心 認Mlbledata. Under such 
circumstances. f"1an四 Iinslruments may畑 reclassifiedinto a lower level in the fair value hierarchy. 

Slgnificantj咽 mentsus匂 indetennining the classification of financial instruments indude the nature 
orthe mar1<et in which the product would be traded, the undertying riskふ如typeand liquid~y of mar1<et 
data in匹 andthe nature of observed transactions for similar instruments. 

Where valuation models include the use or valuation in印tswhich are less observable or unobservable 
in the mar1<et, significant management judgment is used in establishing fair value. The valuations for 
Level 3 fina心 alinstruments. therefore, inのIvea greater degree of judgment than those vallJations for 
Level 1 or Level 2 financial instruments and has be<:ome more prevalent during the COVID-19 
pandemic. 

The following tables presents infonnation about the COmpany's financiat assets and financiat liabillties 
measuぼ Iat fair value w油inthe fair value hierarchy on a recurring basis. based on the四 m匹 rencyof 
inputs into the valuation t紀 hn切ぷusedby the Co町)anyto determine SUCh fair vatues. 
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Financial asset● measured at 
foir volue 
Oerivetive financial••••ts 
Foreign exchange 
rel● ted derivatl""'● 

Int●9●●t漕toderivativ●● 
Equity dtrlvativ.s 
Commo41tyd● RLVA伽..
c,edrtd● rivativ,is 

Financial liabllitlos me•sured 
at foir vove 
Derivative financial liabilltles 
Foreign excheng● 

relat● dd● rivatl""● 

Inter●● t ,ated● rivativ●● 
Equity derivatives 
Commodity derivatives 
Credo d● rivativ,&S 

Financial liabil油ie,de●ign● ted at 
刷rvotue through profit or loss 

Carryinq Amount 
M1J!!l堕色ofJPY

223,181 

33,125 
25.458 
43,858 
119,685 
1 257 ， 

223181 ． 

C・町IngAmount 

Millions or JPY 

249,430 

120,026 
26,187 
94,129 
4,853 
4,235 

1,162,533 
1 411 963 ．． 

March 2022 

L●V● 11 
Mittions ol,!f'Y 

L●V● 12 
Milions of JPY 

192,230 

23,563 
6.431 

41,597 
119,685 

954 
192 230 

Morch 2022 

Lev● 11 

Millions of JPY 

Leve12 

Millbns of JPY 

211,603 

111,065 
5,292 

66,464 
4,653 
4,109 

676,346 
1.066.151 

54 

~ •of 

L●V● 13 
Millionsof,!)'Y 

30,951 

9,562 
19.027 
2,059 

303 
30 951 ． 

Asor 

Lev● 13 

Mllions of JPY 

37,627 

8,8Cl1 
20會895
7,645 

126 

286,165 
323 812 - . 

Ca"yinq Amount 
Million• of JPY 

183,149 

27,088 
34.883 
39,223 
79,248 

ml. 
183 149 ． 

Carrying Amount 

Millions of JPY 

192.736 

111,642 
28.107 
48,912 
2,383 
1,692 

1,334, 幽

1 527 345 .. 

Morch 2021 

L● .. , 1 
Millions of JPY 

一

Level 2 
M1ll1ons of ,lPY 

144.028 

18.312 
10.224 
34.507 
79.248 
1 737 ， 

144.028 

M● rch 2021 

Level 1 

Millions of JPY 

Levef2 

Millions of JPY 

151,1565 

102,546 
2,745 

42,1559 
2,363 
1,352 

930,877 
1,062,562 

Lev● 13 
Million, of JPY 

39,121 

8,756 
24,659 
4,718 

嘩

Levol 3 

Millions of JPY 

41,051 

G,096 
ぉ,362
6,253 

340 

403,732 
444 783 ． 
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Reconciliation of recurring fair value measurements categorised within Level 3 of t~fair value 
hierarchy 

The following tableS Sh<>N a ffia叩 ;iiationof al m匹 men1Sin lhe fair value of financial instrumen1S 

ca1egorised within Level 3~ 応印 Illebeginning t>, 臼“苓 andlhe end~balances as of Ille reporting 

“如．

Ma『ch2022 

Fina心 ialhabd-
de● ignated at fair 

Oen119tilll! Derivative value lll0『rolousgsh 
financial assets financial liab,I釦.. eror. 
Millions of JPY Millions of JPY Milions of JPY 

玲 Inningbalance 39.121 41,051 403,732 

Total gom'(lo四）in the inoome 
statement and statement of 
comびeh......,.,income・ 11,406 (12,402) 15,473 
Newlssu●S 420,014 
Settlemen江 (17,994) 16,647 (325,348) 
T『ansfersIll 230 4,030 39,789 
Trans.fers out p,812! 111, 細 i {267,475! 
Ending balance 30.951 37.827 286,185 

Tfolnoe<>r tathem&l un匹Sl,.. 這riodtlioed eme"1clJngt aadinne<I ジd(sin lotastthse•e mes) nt 

of c001prehefl如 inoomefor 
insb'um匂じheldat lhe end of 11,e 
report,ng~ 3,135 (7,322) 83 

March 2021 
Financial liabililies 

Derivat而 Deriva切• devas2igrlounfe • atlhoer d roloaust gs fah r 
financial••~,. financial lia~il西＄

Millions of JPY Miloons of JPY Milions of JPY 

吟 inningbalance 49,、23 5-4.1~~ 186,485 

Tstaottael mgenalnSI¥t and 匹 stasesl) In tl1e lncom,, 
statement of 

oomp,eh..,..,., "100me・ (30,249) (16,209) 34,340 
New Issues 433,376 
Settlements 21,087 

(182,086,259 ) (25叩7,7，13306) 
Transf● rs., 407 
Tran•fe,. 匹 !154ZJ {1 268! Pい.844!
Ending balance 39,121 41,051 403,732 

Tfionocortta畑melunrperiod 匹●●teme記eel""ngt adaw,ned sJd (sIn los tatth .. ee mes) nt 

ofcompreは!f1SNe;ncome for 
ln•tturr浸n,sheld at Ille end of Ille 
reporting匹六>d 7， 609 !4,01!!} 伐4521

.. ., ... 磁 Pヰ．口漏anoe• •叩匹ngu,o.negat囀 凶叫←呻血,...... ,., 紺量;,_.,畑誡i..... .__疇匹＂
, ...... nos, ....... 論,_,... ...,..ga町疇
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Total gains and losses on financial derivatives included in the above table are included under Net四 ding
lncomett応） in the income坦 tement.Total gains and losses on finanool liabimies designated at fair 

value through profd or loss in<虫odedin the a切11etable are included under Nef galnl(IOss) on fina, 氾/al
liabilities desi/,1部 ><latfair valぼ ttwoghpror.t or loss in the income statement. 

During匹 yearsended 31 Marcil 2022 and 31 Marcil 2021. there were no financial assets and financial 
liabilities recognised at fair value under Level t. Thus. oo transfers occurred between Level 1 and Level 2. 

The Company assumes that all transfers of finanool instruments from one level to another level within 
the fair value hierarchy occur at the beginning of each quarter w油inthe relevant period in which the 
transfer takes place. Amounts reported above therefore represent如 fairvalue of the financial 

instruments at the beginning of eぶヵquarterw珈 nthe relevant period when the transrerwas m辺e.

Valuation techniques by major class of financial instrumerrt 

Derivatives: 

The Company has only OTC derivatives. includi叩 bifurcatedem応山知lderivatives, which are valued 

using internal models usi叩 markettransadions and other market e>元encewhene-possible, 
including market•bas吋 inputs lo models, model曰恥dlivnlo market clearing I「ansactions,broker or 
dealer quotations, or alternative pric.iog sources with reasonable levels of price transparency. Valuation 
, ecllniques include simple discounted eゅectedcash flow lechniques, Bladt-Scholes and Monte Carlo 

simulations. OTC derivatives, incbling bWurcated embedded derivatives, are classified within Level 2 
of the fa、valuehierarclly when all of the significant inputs can be corrobo,ated to market ewlence. 

Derivatives that are valued using models with signif,cant unobservable inputs sueh as correlation, long-
dated volatiliy, oヽ otherunobservable inputs are classified within Level 3. Examples of derivatives 
classified as level 3 by the Company include exotic interest rate derivatives, exotic foreign exchange 

derivatives, exotic equ~y derivati1郎 .exotic derivatives including a combination or interest rate, loreign 
exchange a心 equityrisks a心 certainother transadions including long-dated or exotic credit 
derivatives. 

Valuation tectlniques may rely on parameters which are not observable in the market due to an absence 
of equivale瓜 current.market transactions or observable market data. These valuation teehniques are 
ba,sed on assumpeions. As a result. lhe fair value calculated using如 sevaluation leehniques will 
change if the underlying assumptions Change. 

Forthe year ended 31 Mareh 2022. a total of JPY 230 minion offinanool assets (2021: JPY 407 million) 
and a total of JPY 4.030 mi翫..,of financial liabillties (2021: JPY 12,259 million) were tra心 f&rr&dinto 
Level 3. On如 financialassets side the transferred amount comprised primarily JPY 183 minion of 
equ~y deriwt面• (2021: compri函 primarilyJPY 448 million of eq直yderivot面 e)which were 
transferred into Level 3 because certain volatillties and correlations became unobservable or the 
significance of unobservable parameters increa滋 .On the financial liabilities side the transferred 
amo•nts C001Jl(i,ed primarily JPY 3.727 million of equtty derivatives (2021: comprised primarily JPY 
11.683 milion of equity derivat涵 ）which were translerred into Level 3 because certain ¥/0は孤函and

correlations匹 meunobserva曲 orthe signi記arweof unobservable parameters increaぉd,

For the year enc転 I31 Mareh 2022. a total of JPY 1.812 million of financial assets (2021: JPY 1.547 
million) and a 101a1 of JPY 11,$99 milion or fin anぐialliat>ilむ $(⑳21:JPY口!<;9million) w~re transf~rred 
out of Level 3. On the financial assets side the transferred amount comprised primarily JPY 1.274 million 
of equity derivatives (2021: comp, 紐 primarilyJPY 1.220 million of equity derivatives) which were 
transferred out or Le囀 I3 because certain ¥/Olatil転 andcorre固tionsbecame observable or輯e
significance of unobservable parameters d匹 呼 .On the financial liabilaies side IM transferred 
amounts COffilln玲 dprimarily JPY 11.654 million of equity derivatives (2021: compri紐 dprima虐yofJPY

632 million or匂 uity<1eriVlltives) wh切weretransi印日outor Le.et 3 because certain 110は繭函 and
correlations became observable o, the significance of unobservable parameters decre硲叫
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M叫 iu叫 ermnotes: 

The Company如認 m閲ium-tem,not認 whiChCMt泣1$ernlledd閲 lea皿 認thataler the re皿nto the 
investor from sinlply rece泊nga fixed or細 tingrate of interest to a return that depends upon some other 
variables. sud'I as an equity or eq直 index.com咄 ilyprice, foreign exmange rate. credtt ra匹 ofa third 
party or a more complex inter函 rate(o.e .• an細 b6dc阪lderivative). 

The fair value of such m匂iumterm notes is detennin匂 usinga quoted market price in an ac晒 market
fortne i<le直ic.alliabi鼠yifavaila蕊 .and where not•~ 以e.using a mixture of valuation t•chniques that 
use the quoted price of the identical liabiltty when lraded as an asset. quoted prices for si~ I叫涵ties.

similar liabiilies when trad匂 asan asset. or an internal model which combinG, discount匂 cashflow 
("DCF) vaklation techniques and OIな111pricing models. depending on the nature of lhe embe心匂features
within the medium lerm note. The significant valuation inputs used toら !matethe lair value of the debt 

instrument coo四 entinclude yield cun蕊,prepayment rates. default of probabi川iesand 1055 sellefiies. 

Valuation processes 

The Company is fully integrated into Nomura Group's governance framework which mandates 

detemヽinationor validation of a fair vatue measurement by control and support functions independent 
or the busines年 assumingthe risk of the finan⑳ I郎血 mentin order to ensuro the appJOpriateness 
of any fair value measurement of a financial instrument used within these financial statements including 
those classified as Le叫 3within the fair value hierarchy. 

The fundions within Nomura Group for etther defining. implementing o, maintaining valuation policies 
and procedures are as follows: 

• The Valuation Model Validation Group within Nomura・s Risk Management Department "'屯匹

pricing models and a竺e生$model● ppropriateness and consistency independently of the front 

office. The model reviews匹 idera number of !actors about a moders sultabillty ror llllklatiOn and 
sensi印ilyof a particular product. Valuation models are calibrat匂 tothe market on a periodic basis 

by com匹 risonto observable market pricing, com四risonwtth alternative models a心 analysisof 
risk profiles. 

• The AOOOunting Policy Groupwilllin Nomura・s Fnance Department defines the Group's aocounting 
pol和 andprocedures. including those g$~t幻 with detennination of fair value. This group 
reports to the Global Head of Aooounling Policy a叩 ultimatelyto the CFO of Nomura Group. 
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Quantitative infonnation regarding significant unobservable inputs and assumptio心

TM fOIIOwing印blepresenlS infOnnatiOn al)Out tne sign釦 ntuno函心珈 inputsand assu叩 iOns
used for fina心 Iinstruments claSsifi心las Level 3. These financial instruments alSo typicaly incl心e
obServable va~ation inputs~.e. Level 2 valuation inputs) which are not in叩 edin the table. 

The following table sh叩 svaluation techniques and inputs used in the fair va~e measureme心 oflevel 3 
financial..,..,., and financial liahiiliP<: 

fair value as of 
March 2022 

MiliU11,ofJPY 

Valuation 
unSoigbnsiefirvcaanbt l● Ranugate ion of 

val 
A• 西 Liabilltie,; techniQue{s) inputs inputs・ 

Free<lae,gted nd•<xcnangrrr. 心 e＄ 
9,562 8,961 OCF/Option FXVolalilit涵 {'II,) 13.22-13.93" 

Model 

Interest rate del'ivatives 19,027 20, 函 DCF/Option Interest rates 0.31•2.-
Model FX Volatilities<"> 9.20-13.9露

IR VoColatirrliel1elasti(obns p) 41.17-75.n 
-0.25-0.98 

-1.0101.0 

Equity de如函S 2.0I沿 7,6心 DCF心 lion
EQ OVio1aladteilnrtd ieys(叫'll,d) 

0.00-6.63% 
Model 5.37 -97.04% 

Correlations -0.71-0.93 
'-1.0to 1.0 

Creditd<m.• 年 函 1お DCF CrReoovedit Sery preRaodte(s(°"") ) 
0.24-1.:lW, 

3$-35% 

flnancial iallifitl,c0 DCF/Option Interest Rate Der. 
designated at細 rva1ue 286,185 Model Interest ratH 0.31-2.89% 
lhrough p<直 ≪loss

FXIR VVoolloatitil扇献iees(s(卯~)） 
9.20.13.93~ 
41 ,17·7~ 7l 

Correlabons -0.25-0. ぉ
(•1.0to 1.0) 

E四EqOu町VC-O<eolnDoodtireyi叩llloetdietis(如o('M>'M>ns ) ) 
0.00-6.63% 

5.37 -97.04鴨
-0.71-0.93 

(-1.0lo 1.0) 

Ct&d~ De曲紐s

RCeredecrt ・,-Srv prReaa ds(%) 0.24-1.39'!(, 

~t• ~"'l 35-35% 
Tob>I 30,861 323,812 
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Fre01laelgledn dee一如如

Interest rate de.nvatrves 

Equity de徊函S

Credftde匹 8

flnancial iafiil,--
design● led at枷 rvalu●
through p磁 ≪loss

ToL>I 

F!!ltv~too 四 Qf

March 2021 
M>loons of JPY 

AsMts 

8,7お

24, 碑

4.716 

990 

39.121 

Valuation 
LlablUtles technsiuofs) 

9, 函 OCF/Optlon 

----- ---M-o--d-e-l 

25,362 DCF/Option 
Model 

Significant 
unobservable 

in.e_uts 

FXVola漏給<(%)

lnteres1 rates 
FXVOI証lolies(%J
IRV匹 tilities(bpJ

Correlations 
ぃ.Oto1.0)

Range of 
valuation 
;nputs 

12.l≫-13.03% 

0.12-2.23% 
9.57-13.12% 
29.S0-77.01 
-0,2!;-0.98 

6,253 OCFtOpt;on Oi;.i<l<nd yield 0. 四 .77%
Model EO VolaU匝•>1%1 138廷 231%

Gonelations -0.68-0.96 
(-1.0!0 1.~ ----- --------- ------------- ---------・ 

340 DCF Credit Spreads 024-1.39% 
Rea,.,r, Rates 35-35% 

------ ----
OCFゆption Interest Rate Der. 

403,732 Model In紐reslrates 0.12-2.06% 
FXVolatililies(%J 9.57-13.1滋

IRV匹Corrtilitieleas(出obnps) 29.60-77.01 
-02~.98 

(-1.0to 1.0) 

EEq0u町0..V畑o0c>llat<畑;nlitieedlatiU油s{vco%nIdo s J 
0.04均 .77%

13.83-82.31% 
-0.69-0.96 

(・1 Oto 1,0) 

C陣ditOerivati""s
Credi! Spreads 024-1.39% 
R虹 m呵yRates 35-35% 

444,783 

• Raoge h tum叫叩isp,゚よ位lin恨....... が O 碕lciercsend呻 9坦..the highest""" .... 匹屈均直iulc<u止屯•••ble
valuation...,......., to value that type of~... ..,.. instn.m .... A.., 切叩珈;.,,,...,....畑 叫 旧 舟 心 , , ,疇......,. 螂

urce<1a呵 "'"t;Frtr-賃yinlheval暉切叩・ndis typicaly just a oonsequeooe of如直....., ....... ct函 51icsof如 mむ ial
i'4tMl● ....... , 叫心．

Sensitivity of fair value to changes in unobservable inputs 

Given that lhe valuation or Level 3 financial in却 umentsfluctuate in r晒 pon&eto a va⑮ ty or factor&, 

including, but not limtted to general mal1<et sentiment, c面汎 interestrate, foreign exchange and 
correl.ition risk. current values may continue to decrease tt condttions deteriorate further. eoo,.,rsely, 
should conditions improve; an inaeasein the value of the Level 3 portfolio would be expected. However, 
management does not anticipate a significant impact in the net pos砒ionof Level 3 financiat instruments. 

As the Com四nyenters into derivative transactions to hedge~s eゅ05U函 inmedium term notes, the 
increase or decrease in the value ol lhe le匹 I3 portfolio will not significantly impad ils profds and 
lo心砥 H叫 9屯It1eriv,ti-. 匹 n,memsoffset lhP. rns•inns 研ri.畑吋 Imm the t1e,iv,,1;-.s凶 ,w,叩,.. 

embedd匂 inlhe debt instruments and lim~the sensitMty of fair value to changes in u叩 区ervable
inputs rel.ited to these financial instruments. 
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For each dass of financial in如 mentdescribed in the above tables. cha叩esin each of the均nif,cant
unobservable inputs and assun.,U応 usedby the company will impact the fair value measurement of 

u,e financial instrument. The seM珈 yOrth知 Level3 rair value mea$urement$ to叩 ng認 in
uno応 ervableinputs and interrelationships between those inputs are desa'ibed bel畑 ：

凶 rival冠 s-Where the Company is long the undetlying risk of a derivative. significant increases 
(decreases) in the unde~ying of the derivative, such as interest rates or Ctedlt spreads in isolation or 
significant deeteases (increases) in dividend yields would result in a Sig咄 icanttyhigher (lower) fair 
value measurement. Where the Company is short the undetlying risk of a derivative, the impact of these 
changes would have a conwrse effect on the rair value measurements reported by the Com四ny.

Where the Company is long optionalily, recovery rates or correlation, significant increases (decree函）
in volatilijies, recovery rates or correlation will generaly result in a significantly higher (lowe,) lair value 

measurement. Where the Company is short optiona町 recoveryrates or correlation, the mpact of 
lhese changes would have a converse effect on the lair value measurements. 

Financial /ial>i匝esdes/匹 tedal虚 valuethroUfl> profit or loss - When financial liabilities designated 
at fair value thro叩 hprofrt or loss contain embedded features. embedded features alterthe return to the 
investor from smply receiving a fixed or floating rate of interest to a return that depends upon some 

other variables心uchas an equity or equny index. wmmod~y l)fice, foreign exchallQe rate, tl'ed~rating 
of a third party or a more complex interest rate. 

Given that the financial derivaliws are held for risk management purposes to offset move咋 ntfrom such 

financial liabiilie< designated al faヽ valuethrough profi or loss, sensili直yof the lair value of the financial 
, iabiliies designated at fair value through profi or loss to changes in unobservable inputs are ex四 edto

be in the opposヽedirection of those of the derivatives. 

There is no predictable interrelationship between significant unobservable inputs lor Lewi 3 financial 

instruments. 

G油 nthe Company is expo<ed toヽ mttedmarket risk. the sensni直 yof the profrt or loss and equtty to 
uno区ervableinputs is n叩 igible.Regarding the statement of financial posttion, when reasonably 
possible attemative unobservable inputs are used, the impact on rair value of Level 3 ins血 mf!ntsis not 
significant com四redto the total assets of the enttty. 

Day 1 gains and losses 

Gains and losses generated from the use of valuat切 t四匹ueswnh significant unobservable匹 ra匹 ters
are deferred匹 thelife of the~ct until parameters become obsetvable or when the insttument is 
derecognised. Changes in fair vallJe after inception are recognised in the income statement. The tocat laヽ
四 lueottribl.心凶,to these finon四 in如 mentGthot io'f8t to be recognioed in the income st:>tement os ol 
the rej)()ffug date is JPY 193 m憂 ingain (2021: JPY 34 7 mi lion gain). The follOwing table shows a 
reconci鯰ぬnot movements in the day 1 gains and losses between the切ginningbalances and the ending 
balances. 

A$Of 

March 2022 
Million• of JPY 

March 2021 
Millions of JPY 

吟 inningbalance gain 
Newじan拿 ,rhr叫

Amounts recogrused in profit"'loss during lh• year 
Ending balance gain 

347

函
193

512

嘩

60 
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25. Offsetting of financial assets and financial liabilities 

The following table provides a scmmary of financial assets and financial底bりniessubject lo the Master 
Netting Agreements and similar agreements. 

As of March 2022 
Mtll.,ns of JPY 

Related amounts not set off in 
the.st拿temcntof finanelaJ 

~ltion 

Gro●● 

amounts Amo<』nls

Gross amounts of 
offset in p,ein丘如nted 

rfie<ognancni l臼
the 

balance balance Financi.al Cash Net 
ial 

sheet sheet in由 uments<'I COLL訊er紅 Amount 
● ssets/li● bil祉たが＂

OerillO函
financial assets 202.666 202,666 (121,363) (60,610) 20,693 
Loans and 

advan~io 
affiliates 晒 ,636 86,6お 86,6箕
Other assels 
Total financial 
．．幻ts 289.302 289.302 1121.3631 !60.610! 107,329 

Oerivo匹
financial 237,496 237, 姻 (121,363) (115,666) 467 
llabii<les 
Olher Ii計囁応
Total financi●I 
liabilit函 237、96 237.496 i121.363J ~11S,666! ~7 

61 

-486-



NOMURA EUROPE FINANCE N.V. 

NOTES TO  THE FINANCIAL STATEMENTS 

la of March 2021 
Millions of JPY 

Related amounts not set off in 
the st血 mentof financial 

position 

Gross amounts of 
recogni如
financial 
● ss_ets/liabil虹... _,, 

Gross 
•mounts 
offset in 

the 
balance 
sheet 

Amo<』nts

”⇔n向
in廿ぼ

bal釦lQC

sheet 
Flnane!AI 

ins如 men臼O
Cash 

collateraJC'I 
Net 

Amount 

Oerlvative 
financial"''や門

Loans and 
advanc念SIO 
affiliates 
O<hera ... lS 
Tot● I financial .. ..,,. 

157,326 157,326 （辟,935) 87,391 

蕊 ,825
逗

265,825 
逗

蕊 .825
逗

•24,991 •Z•,991 ~55,050 

Derivative 
fina心ial
liabilities 
Ottヽ●r liabil<itt 
Tot● lffn● nclal 
liabilit~ 

176,919 

690 

176,919 

690 

E卓

(69,2芍）

幽

(107,673) 

1n.609 1n.eo9 !69,936) (107,673) 

"”r3 

The一岬~-,釧 d耐...........,,, 如・,11,oy.,.心 nS<:Opeofm磁 m重町,..,.細,......... , ...... 

Those I甲"'"~ 細 0,..,1.疇袖匹叫四miltedI゚be』selon the如.of転 balanoe如 etい心匹the
c..in四 ，＂蝕 therightofo伽 心加-r<ofcour<岬呵蝕直 i匹 t.<neyo心 0傘中町．
The cash叫.,.,.,,翌,.ば鴫白"、 pos;,;,.,m誡 10匹伝val函 d如 た 事o;and U... cash cola富幽船
,....-... 呻 9疇 m砒 toma緬口olderivarM!Sete町 '°""'"""er°"""r"'蘇 R0and0<he,as窪 SIり 罪 虹ly.

The Company entered into ISOA Master Agreements wilh all derivative counterparties which grant the 
Company the right to set off in lhe event of counterparty default, insolvency or bankruplcy. The 
Company also entered into On Balance Sheet and Off Balance Sheet M硲 terNetting Ag『●ementswith 
one of the counterparties whゆ grantthe Company lhe right to set off in the event of counterparty 

~erault. inso紐 ncyor bankruptcy. These arra叩ementsreduce cred~ r泣 exposure 暉atmto What the 
credit exposure would be if the same counterparty were liable for their gross exposures on the same 
undertying contradS. 

Usually, netting arrangemenis are consiiluied by a master neHing ag函 menlwhich s匹d心 ihe
general terms of the agreement between the counterparties, including information on the basis of the 
ne!ling catculation, types of colaterat, lhe defin細 ofdefault a心 OCllertermination e畑 ts,the 
catculation of damages (on default) and documentation r匹 ui函 ，TheMaster Ne!!ingや 函 ment
contains the tenms a叫 cond~ionsby呻 ichan (or印 manyas po廷 ible)relevant transactions betw斡 n

the counte(l)allies ate govemed. Multi幽 individualtr; ぅnsactionsa代却bsu吟血det血sgeneral 
master nettilg ag函 ment.forming a single legal co叩四underwhich如 counterpartiescondu<:I their 
relevant mutual buSine認 .In匹 iti:>nto the mitigation of credit risk. plaoog individual Ira岱 aelion,u心er
a single m紅 ternetting ag,ee~111 tnat ptoviO琴 rornetting or uans.!(;I畑 inscope al$0 netps to 
m叱igate廷 ttlementrisks associated with transacting in multiple jurisdictions or across muliple 
contradS. 
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26. Capital management policy 

TMOl)j<比如eof the com位的•s eaJ)ital ma⑬ geMent p0liey iS to e心urethat the com位~yhaS M 
appropriate level of capttal, b<匹 issuedcapttal and issued medium term notes and borrowing from 

affiliates. 
The Company re.;ews the appropriate level of capital• the determination or the level or appropnate 
capttal wil lake into consideration the financing ne, 傘 andliquidtty position or Nomura Group. 

No changes were made in the objec:lives, policies or"'°""竺 esror managing capital during the year. 

Issued and paid-up capita! 
Share premium 
Currency四 nslalionreserve 

Total issued capital 

~lll i廷嗚da閲 otherborr仇向g
-Non-current 
-Curren! 

Financial liabiltties designated a1 lair value lhrough 
profrto、loss

-Non-current 
-Curren! 

Borrowing rrom affiliates 

-Non-current 
-Current 

Total issued capital, medium tenn notes and 
borrowing from affiliates 

27. Related parties 

Asof 

March 2022 

Millions or JPY 

6,991 
1,321 

91..4723 11 

202,573 
161,606 
心 ,967

1,162.533 
721,494 
441,039 
787,126 

787.126 

2.161.955 

March 2021 

Million$ or JPY 

6,658 
1,321 
1,744 

9,723 

254,737 
242,203 
12,534 

1.334,609 
797,915 
536,694 
896,182 

896,182 

2.495,251 

same as <fr如 edin ersewhere ol th函 financial年 ements,tne coo四 nyhad the fOIIOwing material 
四nsadionswill related pa西 d¥.RlQthe period. 

a. Tra匹 ctionswith the pa.rent 

i. The company entered into loan agreer底心 W肋 NHIand earned interest iflUllTllS of JPY 
10,491 million for the year ended 31 March 2022 (2021: JPY 12,532 milion) (Refer to Note 3). 
心 of31 March 2022. I匹 Ioutstanding loan to NHI amoonted 10 JPY 1,613.500 n-.llion (2021: 
JPYI. 邸2.651million). The outstanding balaに eisun紐 cu函 .The Company h蕊 JPY209.700
m轟onunsettled loan c:om11itments to NHI as of 31 March 2022 (2021: JPY 233.300 milion). 
JPY 12 million impaiment oain has bee<1 recognised forthe year ended 31 March 2022 on the 
loans and unsettled loan oommlm釦 tsto NHI (2021: JPY 52 m藝 ,ngain).

ii. The C如 panyentered into a dealer agr~nt wlh NHI, as one of the guaranto,s of the 
Company notes, whereby the Company has agreed lo pay a fee (Refer lo Note 4) based on 
the average outstanding amount of the notes during the rele呵 calculationperiod. JPY 715 
m轟lllguarantee tees were re四 edunder Fee and GO叩 s5i::Jnexpense t0< Ille year ended 
31 March 2022 (2021: JPY紀 2milion). Ps. of 31 March 2022, the guarantee fee payable to 
NHJ is JPY 715 million (2021: JPY邸 2m緬叫
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面:In aocorclance with the Unilateral APA in the Nethe~a心s (Refer to Note 8). neither the 
COmpany nor NHI is OOligat的 tomake a四ymentas 0131 March 2022. JPY 1.053 million 
gain was report閲 uncJerO加 ro郎ratinggainst(/osses)ancJJPY 1,053 million accrued under 
0/h町 as蕊 tsin relation to the Unilateral Af'A as of 31 March 2021 

iv. The company incurred service fee of JPY 401 million for NHI information technology 
ilffa辿1icturesupport a心 otherservices for the year ended 31 March 2022 (2021: JPY 406 
m轟on).Thise刈,enseis reported under General and a叩辿以洒exびmsesin the incoms 
statement. AS of 31 March 2022. the servi<が eepayable to NHI is JPY 201 milion (2021: 
JPY 203 million). 

b. Transactions with the M釘叩ingDirectol'$ 

Asol31 March 2022, lheCompanyhad two Managing Directors who were託四邸fromNomura 
Group. No remuneration to the managing d•ect匹 waschargeallle to the Companyは theyears 
""'紐31March 2022 and 31 March 2021. 

c. Transactions with other related parties 

I. The Company enteぽ linlo IOan agr邸暉叩 wlhOlh釘 r釦血dpartles and earned inter邸I
income of JPY 6,165 m轟onfor加 yearended 31 Marell 2022 (31 March 2021: JPY 5,867 
面lion)(Refer to Note 3). As of 31 March 2022, lotal outstanding Joan to other relaled parties 
amounted to JPY 548. 187 mil恥n(2021: JPY 594.659 milion). Al outstanding balances are 
unsecured. The Company has JPY 161,713 milion unsettled Joan commitments toolherretated 
parties as of 31 Man:h 2022 (2021: JPY 8.313 milion). JPY 157 milion impairment loss has 
been recognised for咋 yeare心ed31M冨Ch2022 on the Joans a心 unsettledconriments 
to OC!ler叫atedparties (2021: JPY26 milion炉n)

a. The Company entered into bo而 wingagreements wah other related parties and incurred 
interesl e心ense(Rele< to Note 3). Al borrowings from affi紐 esare from o如 rrelated parties. 

ii. The Company entered inlo derivalive transadions with other related parties under JSOA Master 
図底面暉s.As of 31馳 ltCh2022, de函 tive恥 ancialassets and derivative financial馳bit、ies
wih other related parties amounted to JPY 202,666 milion and JPY 237.496 milion, 
respectively (31 Ma心 2021:derivative financial assets• JPY 157.326 million and derivative 
financial liabilities・JPY 176,919 million). Under ISDA Credi Support Annex signed wih related 
parties, the Company posts and rece油~ca泊叫lateral related to derivat面 lran:sacliollS
(Reier to note 16 and 21). 

iv. As of 31 March 2022. IOlal outstanding因固c,eor debt issued by the Company hel:I w血 n
Nomura Group tor hqoorty or market makrng purposes amounted lo Jf'V 16,U:J6 m贔,n(:.!021:
JPY 14,698 milion) of叫記hJPY1,647m轟 ,nclassilied unde『Debtissued叩 dotherborro...-ng 
(2021: JPY 2,712 milion) and JPY 14, 認 9milion under Fin匂Jdij/紐bKHiesdesif,, 畝力滋fair
value加 oughprolilor/oss(2021: JPY 11.986 miUion). 

v. TheCor叩anyentered inlo a dealer agreement wih ooe of the relal図 paniesin Nomtn Group, 
as guarantors of tile Company notes. whereby It has agreed to pay a fee (Refer to Note 4) 
based on the average outstanding a叩匹ofthe notes during tile relevant calculati:>n petiod. 
JPY 2 rrrilliurr yuararrt匹 f函匹'"'地•u叫 1u l'tttJa11<1cw•1i,;,;iu,1•,p,,1101'fur IIM!y,,ar••ll辺
31 March 2022 (2021: JPY 4 million). As of 31 March 2022. 匹 guaranteefee payable 10 the 
OC!ler related party is JPY 2 mi lion (2021: JPY 4 million). 

vi. For tile year ended 31 M四 2022.tile Company incurred selVice fees amounting 10 JPY 191 
直 tocertain related parties for pro涵 onof叩 rationalsupport叩 ichare reported under 
Genera/andぷf』lli応 凶 匹exs冷nsesin如 incom&statement (2021: JPY 162 m轟刈.Asof
31 March 2022, the selVice fee payable to certain related parties is JPY 115 m、lion(31 
March 202・1: JPY'I'18 mllllon). 
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vi. For the year period ended 31 Marell 2022. 咋 companyincutred service re畑 ueamounting 
to JPY 91 million rrom certain related party lor operational support叫>iellare reported under 

a加ro餃rat祝m油lS.1'I!畑 sJin the inecme state叩 nt{2021:JPY92milli0fl).Asol31 March 
2022. the service revenue receivable rrom certain relat奴Iparty is JPY 23 million (31 March 
2021: JPY 23 million). 

直 TheCom仰ny畑匹に紬esCash coはerat10励 md釦晒 count細 rtiesrelated to 
deriva晒匝nsaelionsaoo incurred interest (Rerer to Note 16 and Note 21). 

26. Events after the reporting匹riod

As of the date of this report. there have been no events subsequent to the year ended 31 March 2022 
w11ich requires adjustments of, or disclosures in, these financial statements or notes thereto. 

29. Appropriation of result • Management proposal 

The management proposes to add the total gain for the year ended 31鰤曲2022of JPY 1,313 million to 

lhe retained earnings. This匹印叫hasbeen refteded in lhe rwiancial函 lernenls

5July 2022 

Managing Oitedors 

Kentaro Kul:>013 Kenielliro ASano 

OTHER INFORMATION 

Independent aud訳or'sreport 

The report ol the independent audlcxs, Ernst & Young Aa::ountants LLP, is presented on page 6. 

Appropriation of resutt -Provision in the Company's articles of association 

In accordance w計1Article 20 of the Companys叩 Uら ofョssoci,tion,the net result shal be free at the 

disoosal of the General M函叩→

65 

-490-



 

 

２【主な資産・負債及び収支の内容】 

「第３ 事業の状況－３ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析－(3) 財政状態、

経営成績およびキャッシュ・フローの状況の分析」および上記「１ 財務書類」を参照のこと。 

 

３【その他】 

(1) 後発事象 

当社が2022年４月１日から2022年７月31日までの間にユーロ・ノート・プログラム（「第３ 事業の状況－４ 経営

上の重要な契約等」を参照のこと。）に基づいて発行した社債は、円貨建債計56,590百万円、インド・ルピー建債計

427.6百万インド・ルピー、米ドル建債計64.96百万米ドル、メキシコ・ペソ建債計116.88百万メキシコ・ペソ、南ア

フリカ・ランド建債計35百万南アフリカ・ランド、豪ドル建債計1.95百万豪ドル、トルコ・リラ建債計36百万トル

コ・リラ、ブラジル・レアル建債計23百万ブラジル・レアルとなっている。 

 

(2) 訴訟 

重要な訴訟等はない。 

 

(3) 本国と日本における会計原則および会計慣行の主要な相違 

本書記載の財務書類の作成基礎であるIFRSについて、日本における会計処理の原則および手続ならびに財務書類の

表示方法（以下「日本の会計原則」という。）と比べ、次の相違が存在する。 

 

１．組込デリバティブの区分処理 

IFRS第９号では、デリバティブと金融負債が組み合わされた契約について、次の要件を全て満たす場合は、組

込デリバティブを主契約である金融負債と区分して会計処理しなければならない。 

・組込デリバティブの経済的特徴およびリスクが主契約の経済的特徴およびリスクと密接に関連していないこ

と 

・組込デリバティブと同一条件の独立の金融商品ならば、デリバティブの定義に該当すること 

・当該契約全体が、公正価値で測定して公正価値変動を純損益に認識するものではないこと 

他方、日本の会計原則では、デリバティブと金融資産または金融負債のいずれかが組み合わされた契約につい

て、次の要件を全て満たす場合は、原則として組込デリバティブを金融資産または金融負債と区分して会計処理

しなければならない。 

①組込デリバティブのリスクが現物の金融資産または金融負債に及ぶ可能性があること 

②組込デリバティブと同一条件の独立したデリバティブが、デリバティブの特徴を満たすこと 

③当該契約全体について、時価の変動による評価差額が当期の損益に反映されないこと 

ただし、日本の会計原則では、上記①または③を満たさない場合でも、管理上、組込デリバティブを区分して

いるときは、これを区分処理することができる。 

 

２．金融資産または金融負債を公正価値で測定する指定（公正価値オプション） 

IFRS第９号では、金融資産または金融負債の当初認識時において、一定の要件を満たす場合には、当該金融資

産または金融負債を、純損益を通じて公正価値で測定するものとして取消不能の指定をすることが認められる。 

他方、日本の会計原則では、かかる指定は認められない。 
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第７【外国為替相場の推移】 

 

 該当事項なし。 

 

第８【本邦における提出会社の株式事務等の概要】 

 

 該当事項なし。 

 

第９【提出会社の参考情報】 

１【提出会社の親会社等の情報】 

当社には、金融商品取引法第24条の７第１項に定める親会社等が存在しないため、該当事項はない。 

 

２【その他の参考情報】 

2021年４月１日以降、本書提出日までの間において提出された書類および提出日は以下のとおりである。 

 

(1) 有価証券届出書の訂正届出書およびその添付書類 

2021年４月28日 2020年７月20日提出の有価証券届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出 

(2) 有価証券届出書の訂正届出書 

2021年５月10日 2020年７月20日提出の有価証券届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出 

(3) 有価証券届出書の訂正届出書 

2021年５月18日 2020年７月20日提出の有価証券届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出 

(4) 有価証券届出書の訂正届出書 

2021年５月19日 2020年７月20日提出の有価証券届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出 

(5) 有価証券届出書の訂正届出書 

2021年６月24日 2020年７月20日提出の有価証券届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出 

(6) 有価証券届出書の訂正届出書 

2021年６月28日 2020年７月20日提出の有価証券届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出 

(7) 有価証券届出書の訂正届出書 

2021年８月２日 2020年７月20日提出の有価証券届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出 

(8) 有価証券報告書およびその添付書類 

2021年８月16日 関東財務局長に提出 

(9) 有価証券届出書の訂正届出書およびその添付書類 

2021年８月17日 2020年７月20日提出の有価証券届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出 

(10) 有価証券届出書およびその添付書類 

2021年８月19日 関東財務局長に提出 

(11) 発行登録書およびその添付書類 

2021年８月27日 関東財務局長に提出 

(12) 有価証券届出書の訂正届出書 

2021年11月１日 上記(10)記載の有価証券届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出 

(13) 有価証券届出書の訂正届出書 

2021年11月16日 上記(10)記載の有価証券届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出 

(14) 半期報告書およびその添付書類 

2021年12月22日 関東財務局長に提出 

(15) 有価証券届出書の訂正届出書およびその添付書類 

2021年12月23日 上記(10)記載の有価証券届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出 
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(16) 有価証券届出書の訂正届出書 

2022年２月２日 上記(10)記載の有価証券届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出 

(17) 有価証券届出書の訂正届出書およびその添付書類 

2022年２月15日 上記(10)記載の有価証券届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出 

(18) 有価証券届出書の訂正届出書およびその添付書類 

2022年３月18日 上記(10)記載の有価証券届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出 

(19) 有価証券届出書の訂正届出書 

2022年４月27日 上記(10)記載の有価証券届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出 

(20) 有価証券届出書の訂正届出書 

2022年５月９日 上記(10)記載の有価証券届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出 

(21) 有価証券届出書の訂正届出書 

2022年５月20日 上記(10)記載の有価証券届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出 

(22) 有価証券届出書の訂正届出書 

2022年６月23日 上記(10)記載の有価証券届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出 

(23) 有価証券届出書の訂正届出書 

2022年６月27日 上記(10)記載の有価証券届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出 

(24) 有価証券届出書の訂正届出書 

2022年８月４日 上記(10)記載の有価証券届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

第１【保証会社情報】 

１【保証の対象となっている社債】 

該当事項なし。 

 

２【継続開示会社たる保証会社に関する事項】 

該当事項なし。 

 

３【継続開示会社に該当しない保証会社に関する事項】 

該当事項なし。 

 

第２【保証会社以外の会社の情報】 

１【当該会社の情報の開示を必要とする理由】 

当該会社は各本受益権（以下に定義する。）に保証を付すものではないが、各本受益権に係る受託有価証券である本

外国指標連動証券（以下に定義する。）には当該会社による保証が付されるため、当該会社の情報の開示を必要とす

る。 

 

２【継続開示会社たる当該会社に関する事項】 

本外国指標連動証券に係る保証会社である野村ホールディングス株式会社は、継続開示会社である。 

 

（１）【当該会社が提出した書類】 

①【有価証券報告書及びその添付書類又は四半期報告書若しくは半期報告書】 

イ．有価証券報告書およびその添付書類 

事業年度（第118期）（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日） 

2022年６月24日関東財務局長に提出 

ロ．四半期報告書または半期報告書 

事業年度（第119期第１四半期）（自 2022年４月１日 至 2022年６月30日） 

2022年８月15日関東財務局長に提出 

 

②【臨時報告書】 

該当事項なし。 

 

③【訂正報告書】 

該当事項なし。 

 

（２）【上記書類を縦覧に供している場所】 

 

名    称  所  在  地 

野村ホールディングス株式会社本店 

株式会社東京証券取引所 

株式会社名古屋証券取引所 

 東京都中央区日本橋一丁目13番１号 

東京都中央区日本橋兜町２番１号 

名古屋市中区栄三丁目８番20号 

 

３【継続開示会社に該当しない当該会社に関する事項】 

該当事項なし。  

-494-



 

 

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】 

 

ハンセン指数・レバレッジインデックス、ハンセン指数・ショートインデックス、韓国総合株価指数200・レバレッジイ

ンデックスおよび韓国総合株価指数200（先物）・インバースインデックス（本項において、以下個別にまたは総称して

「本指数」という。） 

 

１ 理由 

 

(1) 当社の発行している有価証券 

(ⅰ) NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブル ETN 

(ⅱ) NEXT NOTES 香港ハンセン・ベア ETN 

(ⅲ) NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブル ETN 

(ⅳ) NEXT NOTES 韓国KOSPI・ベア ETN 

本項においては、上記(ⅰ)から(ⅳ)までの受益証券発行信託に係る受益権を個別にまたは総称して「本受益権」とい

う。また、各本受益権に係る信託の信託財産である受託有価証券を個別にまたは総称して「本外国指標連動証券」とい

う。 

 

(2) 各本受益権に係る受託有価証券である本外国指標連動証券は、償還額がそれぞれ本指数の水準により決定されるた

め、これらの指数についての開示を必要とする。 

 

２ 内容 

 

ハンセン指数 

ハンセン指数は、香港取引所のメインボードに上場している銘柄のうち、時価総額が大きく、流動性の高い銘柄で構成さ

れる指数である。ハンセン・インデックス・カンパニー・リミテッドは、構成銘柄数を2022年半ばまでに80銘柄に増や

し、 終的に100銘柄に固定することを目標としている。浮動株調整後の時価総額加重平均指数であり、1964年７月31日

を基準日とし、基準値は100として算出される。一方、ハンセン指数（配当込指数）は、1990年１月２日の指数値を

2,838.07ポイントとして計算されている。 

 

韓国総合株価指数200 

韓国総合株価指数200は、韓国証券取引所上場の主要200銘柄からなる浮動株調整後の時価総額加重平均指数である。1990

年１月３日を基準日とし、その日の基準値を100として算出される。 

 

韓国総合株価指数200（先物） 

韓国総合株価指数200（先物）は、韓国総合株価指数200先物市場に上場している直近限月の価格の値動きに連動した指数

である。2007年１月２日を基準日とし、その日の基準値を1,000として算出される。 

（※ロール時は直近限月と翌限月を加重平均、またロールオーバーコスト込み指数である。） 

 

ハンセン指数・レバレッジインデックス、ハンセン指数・ショートインデックス、韓国総合株価指数200・レバレッジイ

ンデックス、韓国総合株価指数200（先物）・インバースインデックス 

ハンセン指数・レバレッジインデックスは、日々の騰落率をハンセン指数の騰落率の２倍として計算された指数で、2006

年１月３日の指数値を14,944.77ポイントとして計算されている。 

ハンセン指数・ショートインデックスは、日々の騰落率をハンセン指数（配当込指数）の騰落率の-１倍として計算され

た指数で、2006年１月３日の指数値を26,650.28ポイントとして計算されている。 
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韓国総合株価指数200・レバレッジインデックスは、日々の騰落率を韓国総合株価指数200の騰落率の２倍として計算され

た指数で、2010年２月22日の指数値を217.81ポイントとして計算されている。 

韓国総合株価指数200（先物）・インバースインデックスは、日々の騰落率を韓国総合株価指数200（先物）の騰落率の-１

倍として計算された指数で、2009年９月16日の指数値を1,062.83ポイントとして計算されている。 

 

ハンセン指数・レバレッジインデックスの計算方法 

HSILI(T) = HSILI(T-1)×[1 + {K×(HSI(T)/HSI(T-1) - 1) - (K-1) ×(HIBOR/365) ×D(T,T-1) - K×(K-1) ×｜

(HSI(T)/HSI(T-1) - 1) ｜×Stamp Duty } ] 

 

HSILI(T): 指数計算時点(T)におけるハンセン指数・レバレッジインデックス値 

HSILI(T-1): 指数計算時点(T)の前日におけるハンセン指数・レバレッジインデックス終値 

K: 2 

D(T,T-1): TからT-1までの実日数 

HIBOR: 前日の午前11時（香港時間）頃におけるオーバーナイトHIBOR（％ 年率） 

HSI(T): 現在のハンセン指数値 

HSI(T-1): 前日のハンセン指数値 

Stamp Duty: 印紙税率 

※ハンセン指数・レバレッジインデックスが前日の終値と比較して、50％以上下落した場合は、指数の計算が停止され

る。 

 

ハンセン指数・ショートインデックスの計算方法 

HSISI(T) = HSISI(T-1)×[1 + {-K×(TRHSI(T)/TRHSI(T-1) - 1) + (K+1) ×(HIBOR/365) ×D(T,T-1) - K×(K+1) ×｜

(TRHSI(T)/TRHSI(T-1) - 1) ｜×Stamp Duty } ] 

 

HSISI(T): 指数計算時点(T)におけるハンセン指数・ショートインデックス値 

HSISI(T-1): 指数計算時点(T)の前日におけるハンセン指数・ショートインデックス終値 

K: 1 

D(T,T-1): TからT-1までの実日数 

HIBOR: 前日の午前11時（香港時間）頃におけるオーバーナイトHIBOR（％ 年率） 

TRHSI(T): 現在のハンセン指数値（配当込指数値） 

TRHSI(T-1): 前日のハンセン指数値（配当込指数値） 

Stamp Duty: 印紙税率 

※ハンセン指数・ショートインデックスが前日の終値と比較して、50％以上下落した場合は、指数の計算が停止される。 

 

韓国総合株価指数200・レバレッジインデックスの計算方法 

L(T) = L(T-1)×[1 + {K×(S(T)/S(T-1) - 1) - (K-1) ×(r/365) ×D(T,T-1) } ] 

 

L(T): 指数計算時点(T)における韓国総合株価指数200・レバレッジインデックス値 

L(T-1) : 指数計算時点(T)の前日における韓国総合株価指数200・レバレッジインデックス値 

K: 2 

D(T,T-1): TからT-1までの実日数 

r: 91日満期CDの金利（％ 年率） 

S(T): 現在の韓国総合株価指数200指数値 

S(T-1): 前日の韓国総合株価指数200指数終値 
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韓国総合株価指数200（先物）・インバースインデックスの計算方法 

I(T) = I(T-1)×[1 + {K×(F(T)/F(T-1) - 1) + (1 - ｜K｜× M) ×(r/365) ×D(T,T-1) } ] 

 

I(T): 指数計算時点(T)における韓国総合株価指数200（先物）・インバースインデックス値 

I(T-1) : 指数計算時点(T)の前日における韓国総合株価指数200（先物）・インバースインデックス値 

K: -1 

M: 先物マージン・レート 

D(T,T-1): TからT-1までの実日数 

r: 91日満期CDの金利（％ 年率） 

F(T): 現在の韓国総合株価指数200（先物）指数値 

F(T-1): 前日の韓国総合株価指数200（先物）指数終値 

 

レバレッジ指数の値動きについて 

レバレッジ指数は、日々の騰落率が元の指数の騰落率の２倍として計算された指数である。したがって、以下の例に示す

ように、レバレッジ指数の騰落率と元の指数の騰落率とは、２日以上離れた日との比較においては、一般に「２倍」とな

らないので、十分留意すべきである。 

 

＜１＞ ハンセン指数が、１日目「下落」、２日目「上昇」の場合 

 

 

 

 

 

＜２＞ ハンセン指数が、１日目「上昇」、２日目「下落」の場合 
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＜３＞ ハンセン指数が、１日目「上昇」、２日目「上昇」の場合 

 

 

 

 

 

＜４＞ ハンセン指数が、１日目「下落」、２日目「下落」の場合 

 

 

 

 

 

※これらの例示は、ハンセン指数の値動きとハンセン指数・レバレッジインデックスの値動きの関係を説明するための計

算例であり、実際の値動きを示したものではない。 

実際の本受益権の基準価額および本外国指標連動証券の償還価額は、管理費用等のコスト負担や追加設定・一部解約の影

響などにより、運用目標が完全に達成できるとは限らない。 

また、本受益権の市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まるため、本受益権の基準価額および

本外国指標連動証券の償還価額の値動きとは必ずしも一致するものではない。 

 

インバース（ショート）指数の値動きについて 

インバース（ショート）指数は、日々の騰落率が元の指数の騰落率の－１（マイナス１）倍として計算された指数であ

る。したがって、以下の例に示すように、インバース（ショート）指数の騰落率と元の指数の騰落率とは、２日以上離れ

た日との比較においては、一般に「－１倍」とならないので、十分留意すべきである。 
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＜５＞ ハンセン指数（配当込指数）が、１日目「下落」、２日目「上昇」の場合 

 

 

 

 

 

＜６＞ ハンセン指数（配当込指数）が、１日目「上昇」、２日目「下落」の場合 
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＜７＞ ハンセン指数（配当込指数）が、１日目「上昇」、２日目「上昇」の場合 

 

 

 

 

 

＜８＞ ハンセン指数（配当込指数）が、１日目「下落」、２日目「下落」の場合 

 

 

 

 

 

※これらの例示は、ハンセン指数（配当込指数）の値動きとハンセン指数・ショートインデックスの値動きの関係を説明

するための計算例であり、実際の値動きを示したものではない。 

実際の本受益権の基準価額および本外国指標連動証券の償還価額は、管理費用等のコスト負担や追加設定・一部解約の影

響などにより、運用目標が完全に達成できるとは限らない。 

また、本受益権の市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まるため、本受益権の基準価額および

本外国指標連動証券の償還価額の値動きとは必ずしも一致するものではない。 
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日経・JPX金レバレッジ指数、日経・JPX金インバース指数、日経・JPX原油レバレッジ指数および日経・JPX原油インバー

ス指数（本項において、以下個別にまたは総称して「本指数」という。） 

 

１ 理由 

 

(1) 当社の発行している有価証券 

(ⅰ) NEXT NOTES 金先物 ダブル・ブル ETN 

(ⅱ) NEXT NOTES 金先物 ベア ETN 

(ⅲ) NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN 

(ⅳ) NEXT NOTES ドバイ原油先物 ベア ETN 

本項においては、上記(ⅰ)から(ⅳ)までの受益証券発行信託に係る受益権を個別にまたは総称して「本受益権」とい

う。また、各本受益権に係る信託の信託財産である受託有価証券を個別にまたは総称して「本外国指標連動証券」とい

う。 

 

(2) 各本受益権に係る受託有価証券である本外国指標連動証券は、償還額がそれぞれ上記の本指数の水準により決定され

るため、これらの指数についての開示を必要とする。 

 

２ 内容 

 

日経・JPX金指数 

日経・JPX原油指数 

日経・JPX金指数と日経・JPX原油指数は、日経・JPXサブ商品指数（※１）として、算出される指数である。 

日経・JPX金指数の構成銘柄は金のみ、また日経・JPX原油指数の構成銘柄は原油のみであり、「中心限月を対象限月とす

る」、「月初第５取引日から第９取引日までの５取引日間で５分の１ずつ５番限月から６番限月へ限月切り替えを行う（※

ただし、貴金属市場およびアルミニウム市場の偶数限月の商品については、奇数月のみ限月の切り替えを行う。）」指数で

ある。 

日経・JPXサブ商品指数は、帳入値段（※２）にて、１日１回算出・公表される。 

 

※１. 日経・JPXサブ商品指数とは、市場ごとまたは商品ごとのベンチマークとなることを目指し、基本的に日経・JPX商

品指数（Nikkei-JPX Commodity Index）（※３）と同様の計算方法に基づく指数である。 

 

※２. 大阪取引所が取り扱う各構成銘柄においては、「帳入値段」は「清算値段」を意味する。 

 

※３. 「日経・JPX商品指数」は、2002年５月31日を基準日として（同日の帳入値段に基づく指数値を100.00とする）、構

成銘柄ごとの配分比率に当該銘柄の価格騰落率を乗じ、それを全銘柄分合計して算出される。 

「日経・JPX商品指数」は、当初「東京工業品取引所商品指数」として2006年７月24日より公表を開始し、その後、名称

を2009年４月１日算出分から「日経・東工取商品指数」に変更し、2013年２月12日付で「日経・東商取商品指数」に変更

し、2020年７月27日付で「日経・JPX商品指数」に変更したものである。 

 

日経・JPX金レバレッジ指数 

日経・JPX原油レバレッジ指数 

日経・JPX金レバレッジ指数は、日経・JPX金指数を原指数として、原指数の１日の変化率（前日清算値段ベースの原指数

値と当日清算値段ベースの原指数値とを比較して算出）を２倍したものを、前日の指数値に乗じて算出される。 

日経・JPX原油レバレッジ指数は、日経・JPX原油指数を原指数として、原指数の１日の変化率（前日帳入値段ベースの原

指数値と当日帳入値段ベースの原指数値とを比較して算出）を２倍したものを、前日の指数値に乗じて算出される。 

-501-



 

 

日経・JPX金レバレッジ指数および日経・JPX原油レバレッジ指数は2012年12月３日以降、2009年12月30日の値を

10,000.00とし、１日１回、大阪取引所の商品関連市場デリバティブ取引および東京商品取引所の商品先物取引の日中立

会終了後に算出される。 

 

日経・JPX金インバース指数 

日経・JPX原油インバース指数 

日経・JPX金インバース指数は、日経・JPX金指数を原指数として、原指数の１日の変化率（前日清算値段ベースの原指数

値と当日清算値段ベースの原指数値とを比較して算出）の逆の変化率を、前日の指数値に乗じて算出される。 

日経・JPX原油インバース指数は、日経・JPX原油指数を原指数として、原指数の１日の変化率（前日帳入値段ベースの原

指数値と当日帳入値段ベースの原指数値とを比較して算出）の逆の変化率を、前日の指数値に乗じて算出される。 

日経・JPX金インバース指数および日経・JPX原油インバース指数は2012年12月３日以降、2009年12月30日の値を

10,000.00とし、１日１回、大阪取引所の商品関連市場デリバティブ取引および東京商品取引所の商品先物取引の日中立

会終了後に算出される。 

 

日経・JPXレバレッジ指数（日経・JPX金レバレッジ指数、日経・JPX原油レバレッジ指数）の計算方法 

日経・JPXレバレッジ指数は、以下の算式に従って算出される。 

（日経・JPX商品指数および各日経・JPXサブ商品指数のレバレッジ指数（日経・JPX金レバレッジ指数、日経・JPX原油レ

バレッジ指数を含む）を総称して、「日経・JPXレバレッジ指数」という。） 

 

Lev.Index t.d＝Lev.Index s. d-1×max[{1＋2×((Index t.d / Index s. d-1)－1)}, 0.1] 

 

ただし、 

Lev.Index t.d： d日の時点tにおける原指数の直近値より算出した日経・JPXレバレッジ指数 

Lev.Index s. d-1： d-１日における帳入値段（※）に基づく原指数値より算出した日経・JPXレバレッジ指数 

Index t.d： d日の時点tにおける原指数の直近値 

なお、Index t.dは、日中立会終了後の帳入値段確定時は帳入値段に基づく原指数値を用いる。 

Index s. d-1： d-１日における帳入値段に基づく原指数値 

※大阪取引所が取り扱う各構成銘柄においては、「帳入値段」は「清算値段」を意味する。 

 

日経・JPXインバース指数（日経・JPX金インバース指数、日経・JPX原油インバース指数）の計算方法 

日経・JPXインバース指数は、以下の算式に従って算出される。 

（日経・JPX商品指数および各日経・JPXサブ商品指数のインバース指数（日経・JPX金インバース指数、日経・JPX原油イ

ンバース指数を含む）を総称して、「日経・JPXインバース指数」という。） 

 

Inv.Index t.d＝Inv.Index s. d-1×max[{1－1×((Index t.d / Index s. d-1)－1)}, 0.1] 

 

ただし、 

Inv.Index t.d： d日の時点tにおける原指数の直近値より算出した日経・JPXインバース指数 

Inv.Index s. d-1： d-１日における帳入値段に基づく原指数値より算出した日経・JPXインバース指数 

Index t.d： d日の時点tにおける原指数の直近値 

なお、Index t.dは、日中立会終了後の帳入値段確定時は帳入値段に基づく原指数値を用いる。 

Index s. d-1： d-１日における帳入値段に基づく原指数値 
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日経・JPXレバレッジ指数の値動きについて 

日経・JPXレバレッジ指数は、日々の騰落率が原指数の騰落率の２倍として計算された指数である。したがって、以下の

例に示すように、日経・JPXレバレッジ指数の騰落率と原指数の騰落率とは、２日以上離れた日との比較においては、一

般に「２倍」とならないので、十分留意する必要がある。 

 

＜１＞ 日経・JPX原油指数が、１日目「下落」、２日目「上昇」の場合 

 

 

 

＜２＞ 日経・JPX原油指数が、１日目「上昇」、２日目「下落」の場合 
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＜３＞ 日経・JPX原油指数が、１日目「上昇」、２日目「上昇」の場合 

 

 

 

＜４＞ 日経・JPX原油指数が、１日目「下落」、２日目「下落」の場合 

 

 

 

※これらの例示は、日経・JPX原油指数の値動きと日経・JPX原油レバレッジ指数の値動きの関係を説明するための計算例

であり、実際の値動きを示したものではない。 

実際の本受益権の基準価額および本外国指標連動証券の償還価額は、管理費用等のコスト負担や追加設定・一部解約に影

響されるため、運用目標が完全に達成できるとは限らない。 

また、本受益権の市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まるため、本受益権の基準価額および

本外国指標連動証券の償還価額の値動きとは必ずしも一致するものではない。 
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日経・JPXインバース指数の値動きについて 

日経・JPXインバース指数は、日々の騰落率が原指数の騰落率の－１（マイナス１）倍として計算された指数である。し

たがって、以下の例に示すように、日経・JPXインバース指数の騰落率と原指数の騰落率とは、２日以上離れた日との比

較においては、一般に「－１倍」とならないので、十分留意する必要がある。 

 

＜５＞ 日経・JPX原油指数が、１日目「下落」、２日目「上昇」の場合 

 

 

 

＜６＞ 日経・JPX原油指数が、１日目「上昇」、２日目「下落」の場合 
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＜７＞ 日経・JPX原油指数が、１日目「上昇」、２日目「上昇」の場合 

＜８＞ 日経・JPX原油指数が、１日目「下落」、２日目「下落」の場合 

※これらの例示は、日経・JPX原油指数の値動きと日経・JPX原油インバース指数の値動きの関係を説明するための計算例

であり、実際の値動きを示したものではない。 

実際の本受益権の基準価額および本外国指標連動証券の償還価額は、管理費用等のコスト負担や追加設定・一部解約に影

響されるため、運用目標が完全に達成できるとは限らない。 

また、本受益権の市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まるため、本受益権の基準価額および

本外国指標連動証券の償還価額の値動きとは必ずしも一致するものではない。 
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ダウ・ジョーンズ工業株価平均 レバレッジ（２倍）・インデックス（円ヘッジ・プライスリターン）、ダウ・ジョーンズ

工業株価平均 インバース（－１倍）・インデックス（円ヘッジ・トータルリターン）および東証マザーズ指数（本項にお

いて、以下個別にまたは総称して「本指数」という。） 

 

１ 理由 

 

(1) 当社の発行している有価証券 

(ⅰ) NEXT NOTES NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジ ETN 

(ⅱ) NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジ ETN 

(ⅲ) NEXT NOTES 東証マザーズ ETN 

本項においては、上記(ⅰ)から(ⅲ)までの受益証券発行信託に係る受益権を個別にまたは総称して「本受益権」とい

う。また、各本受益権に係る信託の信託財産である受託有価証券を個別にまたは総称して「本外国指標連動証券」とい

う。 

 

(2) 各本受益権に係る受託有価証券である本外国指標連動証券は、償還額がそれぞれ本指数の水準により決定されるた

め、これらの指数についての開示を必要とする。 

 

２ 内容 

 

ダウ・ジョーンズ工業株価平均™（Dow Jones Industrial Average™ - DJIA-） 

1896年に誕生したこの指数はダウ®の名称でも呼ばれており、米国を代表する優良企業30銘柄の株価加重指数である。こ

の指数は、輸送株および公共株を除く全ての業種をカバーしている（輸送株および公共株については、ダウ・ジョーンズ 

輸送株価平均™およびダウ・ジョーンズ 公共株価平均™でカバーされている）。銘柄選択は定量的なルールに従ったもので

はないが、採用銘柄は主として、企業の評判が高く、持続的な成長を達成し、多くの投資家が高い関心を示すものに限ら

れている。また、銘柄選択においては指数内で適切なセクター配分を維持できることも考慮されている。 

 

指数の計算 

この指数は、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスの全ての株価指数において使用される除数メソドロジーに従って計算

される。 

この指数が 初に構築されたときには、指数の価値は単純に構成銘柄の株価を合計し、構成銘柄の数で除することにより

計算された。今日では、除数を調整することで、株式分割やその他の構成銘柄変更の影響を抑え、指数の連続性を維持し

ている。 

 

構成銘柄の選出方法 

ウォール・ストリート・ジャーナルの編集担当者たちが、構成する銘柄を選出する。工業（industrial）という意味に対

しては広範な考えを持ち、鉄道と公共事業以外の会社であれば、全ての会社が対象となる。（ダウ・ジョーンズ平均株価

には工業株の他に鉄道株、公共株の指数がある。）ダウ平均に加える新しい企業の選出にあたっては膨大な数の企業の中

から、企業の継続的な成長性や投資家たちの関心を考慮に入れて選出する。ただし、指数の連続性を維持するため、構成

銘柄の変更は稀であり、通常は構成銘柄の企業のコア・ビジネスにおいて買収やその他の重大な変化があった場合に構成

銘柄が変更される。そうしたイベントにより、一つの銘柄を入れ替える必要が生じた場合、指数全体が審査されて、その

結果、いくつかの構成銘柄の変更が同時に行われることもある。 

 

ダウ・ジョーンズ工業株価平均 レバレッジ(２倍)・インデックス(円ヘッジ) 

ダウ・ジョーンズ工業株価平均 インバース(－１倍)・インデックス(円ヘッジ) 

ダウ・ジョーンズ工業株価平均 レバレッジ(２倍)・インデックス(円ヘッジ)およびダウ・ジョーンズ工業株価平均 イン
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バース(－１倍)・インデックス(円ヘッジ)では、標準的な方法を適用することにより、為替リスクのヘッジを行い、ダ

ウ・ジョーンズ工業株価平均に対するレバレッジもしくはインバース・エクスポージャーを提供する。 

 

為替ヘッジ指数 

S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスの標準為替ヘッジ指数は、１ヶ月ごとにロールオーバーされる先渡取引を利用し、

期初におけるバランスをヘッジすることで計算される。ヘッジされる額は毎月調整される。 

 

毎月の為替ヘッジ指数の計算 

m = 計算における月、０、１、２などの数字で示される。 

SPI_EHm = m月の末におけるS&Pダウ・ジョーンズ・インデックスの為替ヘッジ指数の水準 

SPI_EHm-1 = 前月(m-1)末におけるS&Pダウ・ジョーンズ・インデックスの為替ヘッジ指数の水準 

SPI_Em = m月の末におけるS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスの指数の水準（外貨建て） 

SPI_Em-1 = 前月(m-1)末におけるS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスの指数の水準（外貨建て） 

SPI_ELm-1 = 前月(m-1)末におけるS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスの指数の水準（現地通貨建て） 

HRm = m月におけるヘッジ・リターン（％） 

Sm = m月の末における現地通貨に対する外貨のスポット・レート（FC/LC） 

Fm = m月の末における現地通貨に対する外貨の先渡レート（FC/LC） 

 

m = 1 の月の末において 

 

SPI_EH1 = SPI_EH0 ×（SPI_E1 /SPI_E0 ＋ HR1） 

 

m月の末において 

 

SPI_EHm = SPI_EHm-1 ×（SPI_Em /SPI_Em-1 ＋ HRm） 

 

月次の為替ヘッジ指数のヘッジ・リターンは： 

 

HRm = (Sm-1/ Fm-1)-(Sm-1/ Sm) 

 

日次のリターンはスポット価格と先渡価格の間で内挿することにより計算される。 

各m月について、d=1,2,3,・・・Dの暦日がある。 

mdはm月におけるd日であり、m0はm-1月における 終日である。 

F_Imd = m月のd日時点における内挿された先渡レート 

 

F_Imd = Smd + (D-d)/D ×(Fmd - Smd) 

 

m月のd日において 

 

SPI_EHmd = SPI_EHm0 ×（SPI_Emd /SPI_Em0 ＋ HRmd） 

 

月次の為替ヘッジ指数のヘッジ・リターンは： 

 

HRm = (Sm０/ Fm０)-(Sm０/ F_Imd) 
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レバレッジ指数の計算方法 

S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスのレバレッジ指数は、対象指数の複数倍のリターンを生み出すように設計されてお

り、投資家はキャッシュ・ポジションを超えたエクスポージャーを得るために資金を借り入れる。アプローチとしては、

まず対象指数を計算し、その次にレバレッジ指数の日次リターンを計算し、 後に、日次リターンにより前回の価値を増

加させることにより、レバレッジ指数の現在の価値を計算する。 

レバレッジ指数の日次リターンは２つの部分から構成される：（１）対象指数のトータル・ポジションのリターンから、

（２）レバレッジのための借入コストを減じる： 

 

レバレッジ指数の数式は以下のようになる： 

 

レバレッジ指数のリターン＝K×[対象指数(t)/対象指数(t-1) -1]-(K-1)×（借入金利/360）×D(t,t-1) 

 

上記の式で、借入金利がレバレッジ指数に適用されている。これは、借入資金を表す。これを踏まえ、時間tにおけるレ

バレッジ指数価値は以下のように計算される： 

 

レバレッジ指数の価値(t)＝（レバレッジ指数の価値(t-1)）×（1＋レバレッジ指数のリターン） 

 

指数リターンの数式を指数価値の数式に代入し、指数価値の数式の右辺を拡大させると以下のようになる： 

 

レバレッジ指数の価値(t)＝（レバレッジ指数の価値(t-1)） 

×[1 + [K×[対象指数(t)/対象指数(t-1) - 1] - (K-1)×（借入金利/360）×D(t,t-1)] ] 

 

K = レバレッジ・レシオ 

K = 2, エクスポージャー = 200％ 

 

借入金利 = ３ヶ月日本円TIBOR(TI0003M) 

Dt, t-1 = t とt-1 の日付の間の暦日数 

 

ダウ・ジョーンズ工業株価平均 レバレッジ(２倍)・インデックス(円ヘッジ)(DJIA2LJP)は、ダウ・ジョーンズ工業株価

平均（プライス・リターン、円ヘッジ）(DJIHJP)の２倍のレバレッジがかかっており、DJIA2LJPの数式は以下のようにな

る。 

 

DJIA2LJP(t)= 

DJIA2LJP(t-1)×[1+[2×[DJIHJP(t)/ DJIHJP(t-1)-1]-(2-1)×[TI0003M/360]×D(t,t-1)] ] 

 

インバース指数の計算方法 

S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスのインバース指数は、対象指数のショート・ポジションを保有することにより、対

象指数と反対のパフォーマンスを提供するように設計されている。投資家がショート・ポジションを保有する場合、借株

の配当と金利を支払う必要がある。指数の計算はレバレッジ指数と同様の一般的なアプローチに従っており、いくつか調

整が行われる：第一に、対象指数のリターンはプラスマイナスが逆となり、対象指数のトータル・リターンに基づくもの

となるため、配当や価格の動きが含まれる。第二に、借株コストは含まれないが、初期投資から得られる金利と、対象指

数の証券の空売りから生じる収益から得られる金利を反映するために調整が行われる。こうした前提は業界における通常

の慣習を反映している。（借株コストを含めるため、或いは空売りによる収益から得られる金利や初期投資から得られる

金利を除外するため、単純な調整を行うことができる。） 
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インバース指数のリターンを計算するための一般的な数式は： 

 

インバース指数のリターン＝ 

-K×[対象指数のトータルリターン(t)/対象指数のトータルリターン(t-1) - 1] 

 + (K+1)×(貸出金利/360)×D(t,t-1) 

 

ここで、右辺の 初の項は対象指数のトータル・リターンを示し、右辺の２つ目の項は初期投資から得られる金利および

空売りによる収益から得られる金利を示している。 

 

時間tにおけるインバース指数価値は以下のように計算される： 

インバース指数の価値(t) ＝（インバース指数の価値(t-1)）×（1＋インバース指数のリターン） 

 

指数リターンの数式を指数価値の数式に代入し、指数価値の数式の右辺を拡大させると以下のようになる： 

インバース指数の価値(t) ＝（インバース指数の価値(t-1)） 

×[1-[K×[対象指数のトータルリターン(t)/ 対象指数のトータルリターン(t-1) -1] 

-(K+1)×(貸出金利/360)×D(t,t-1)] ] 

 

K = レバレッジ・レシオ 

K = 1, エクスポージャー = 100％ 

 

貸出金利 = ３ヶ月日本円TIBOR(TI0003M) 

Dt, t-1 = t とt-1 の日付の間の暦日数 

 

ダウ・ジョーンズ工業株価平均 インバース(－１倍)・インデックス(円ヘッジ)(DJIAIJT)は、ダウ・ジョーンズ工業株価

平均（トータル・リターン、円ヘッジ）(DJIHJT)のインバース・バージョンである。DJIAIJTの数式は以下のようにな

る。 

 

DJIAIJT(t)= 

DJIAIJT(t-1)×[1- [1×[DJIHJT(t)/ DJIHJT(t-1)-1]-(1+1)×[TI0003M/360]×D(t,t-1)] ] 

 

レバレッジ指数の値動きについて 

レバレッジ指数は、日々の騰落率が元の指数の騰落率の２倍として計算された指数である。したがって、以下の例に示す

ように、レバレッジ指数の騰落率と元の指数の騰落率とは、２日以上離れた日との比較においては、一般に「２倍」とな

らないので、十分留意すべきである。 
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＜１＞ ダウ・ジョーンズ工業株価平均（円ヘッジ）が、１日目「下落」、２日目「上昇」の場合 

 

 

 

 

 

＜２＞ ダウ・ジョーンズ工業株価平均（円ヘッジ）が、１日目「上昇」、２日目「下落」の場合 

 

 

 

 

 

＜３＞ ダウ・ジョーンズ工業株価平均（円ヘッジ）が、１日目「上昇」、２日目「上昇」の場合 
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＜４＞ ダウ・ジョーンズ工業株価平均（円ヘッジ）が、１日目「下落」、２日目「下落」の場合 

 

 

 

 

 

※これらの例示は、ダウ・ジョーンズ工業株価平均（円ヘッジ）の値動きとダウ・ジョーンズ工業株価平均 レバレッジ

(２倍)・インデックス（円ヘッジ）の値動きの関係を説明するための計算例であり、実際の値動きを示したものではな

い。 

実際の本受益権の基準価額および本外国指標連動証券の償還価額は、管理費用等のコスト負担や追加設定・一部解約の影

響などにより、運用目標が完全に達成できるとは限らない。 

また、本受益権の市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まるため、本受益権の基準価額および

本外国指標連動証券の償還価額の値動きとは必ずしも一致するものではない。 

 

インバース指数の値動きについて 

インバース指数は、日々の騰落率が元の指数の騰落率の－１（マイナス１）倍として計算された指数である。したがっ

て、以下の例に示すように、インバース指数の騰落率と元の指数の騰落率とは、２日以上離れた日との比較においては、

一般に「－１倍」とならないので、十分留意すべきである。 

 

＜５＞ ダウ・ジョーンズ工業株価平均（円ヘッジ）が、１日目「下落」、２日目「上昇」の場合 
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＜６＞ ダウ・ジョーンズ工業株価平均（円ヘッジ）が、１日目「上昇」、２日目「下落」の場合 

 

 

 

 

 

＜７＞ ダウ・ジョーンズ工業株価平均（円ヘッジ）が、１日目「上昇」、２日目「上昇」の場合 

 

 

 

 

 

＜８＞ ダウ・ジョーンズ工業株価平均（円ヘッジ）が、１日目「下落」、２日目「下落」の場合 
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※これらの例示は、ダウ・ジョーンズ工業株価平均（円ヘッジ）の値動きとダウ・ジョーンズ工業株価平均 インバース

(－１倍)・インデックス（円ヘッジ）の値動きの関係を説明するための計算例であり、実際の値動きを示したものではな

い。 

実際の本受益権の基準価額および本外国指標連動証券の償還価額は、管理費用等のコスト負担や追加設定・一部解約の影

響などにより、運用目標が完全に達成できるとは限らない。 

また、本受益権の市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まるため、本受益権の基準価額および

本外国指標連動証券の償還価額の値動きとは必ずしも一致するものではない。 

 

東証マザーズ指数 

東証マザーズ指数は、主にマザーズ市場に上場していた内国普通株式およびグロース市場に上場する内国普通株式を対象

とする浮動株調整後時価総額加重型の株価指数である。基準日は2003年９月12日、基準値は1,000ポイントである。 

 

東証マザーズ指数の算出に用いる浮動株比率は、後述のキャップ調整係数および移行係数考慮後の値を用いる。 

個別銘柄のウエイト上限は20％である。キャップ調整に係るウエイト計算における基準日（以下本項において「ウエイト

基準日」という。）における浮動株時価総額ウエイトが上限を超える銘柄については、10月 終営業日にキャップ調整係

数を設定する。その後に株価の変動等により上限を超える場合も翌年の10月 終営業日までキャップ調整係数は変更しな

いものとする。 

 

算出対象の追加・除外 

・算出対象の定期入替は毎年１回（10月 終営業日）行われる。 

・定期入替に係る基準日（以下本項において「定期入替基準日」という。）およびウエイト基準日は、毎年８月 終営業

日とし、以下の手順により構成銘柄が決定される。 

・定期入替基準日時点における東証グロース市場指数の構成銘柄を母集団とする。 

ただし、以下のいずれかに該当する銘柄は母集団から除外する。 

・定期入替基準日において、整理銘柄に指定されていること。 

・定期入替基準日において、特設注意市場銘柄に指定されていること。 

・定期入替基準日において、上場市場を変更することが公表されていること。 

・定期入替基準日において、TOPIX（東証株価指数）の構成銘柄に含まれていること。 

・母集団からの除外の条件は、原則として、定期入替基準日から定期入替結果の発表までの間に該当することが判

明した銘柄を含む。 

・基準日における上場時価総額の大きい順に250銘柄を構成銘柄として選定する。ただし、母集団の総数が300を下回る場

合、母集団の総数から50を減じた銘柄数を選定する。 

 

2022年10月の定期入替の特例 

・指標の継続性の観点から、2022年10月の定期入替の結果、除外となる銘柄については、段階的ウエイト低減銘柄とし、

2022年10月 終営業日から四半期ごとの 終営業日に、３段階で構成比率を調整し、2023年４月 終営業日に除外す

る。 

・段階的ウエイト低減銘柄は、浮動株比率に下記の移行係数を乗じて構成比率を調整する。 
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STOXX アセアン好配当50（円、ネットリターン）（本項において、以下「本指数」という。） 

 

１ 理由 

 

(1) 当社の発行している有価証券 

NEXT NOTES STOXXアセアン好配当50（円、ネットリターン）ETN 

本項においては、上記の受益証券発行信託に係る受益権を「本受益権」という。また、本受益権に係る信託の信託財産

である受託有価証券を「本外国指標連動証券」という。 

 

(2) 本受益権に係る受託有価証券である本外国指標連動証券は、償還額が本指数の水準により決定されるため、この指数

についての開示を必要とする。 

 

２ 内容 

 

STOXX アセアン好配当50（円、ネットリターン） 

STOXX アセアン好配当50（円、ネットリターン）では、東南アジア諸国（ASEAN）の企業を構成銘柄とする投資ユニバー

スから、 も配当が多い50社を選択することを目指している。対象国は、フィリピン、マレーシア、タイ、シンガポー

ル、インドネシアで、ベトナムはこのインデックスの投資ユニバースに入っていない。 

このインデックスは、日本円建てインデックスであり、配当から源泉徴収税を控除した金額を再投資するネットリター

ン・インデックスである。 

 

投資ユニバース： 配当利回りで選択した投資可能なユニバースの全ての株式銘柄。 

 

加重スキーム： このインデックスは、浮動株の時価総額に従って加重されている。 

 

基準価額と基準日： 2004年３月31日時点の数値を1,000としている。 

 

インデックス構成銘柄の見直し 

構成銘柄の選択と35-70バッファー・ルール 

この投資ユニバースは、STOXX Asia Total Marketインデックス中の、フィリピン、マレーシア、タイ、シンガポール、

インドネシアに属する全ての株式銘柄である。（STOXX Asia Total Marketインデックスとは、アジア地域に存在する13ヶ

国の株式市場の動きを全体的に反映することを目的にした株価指数であり、各対象国の浮動株時価総額の95％をカバーし

た国別の指数をもとに構築されている。2011年１月31日を基準日として100を基準値としている。） 

 

以下の株式は、この投資ユニバースから外されている。 

・３ヶ月平均の日次取引金額が、150万米ドル未満の銘柄 

・セクター「351020」-不動産投資信託（REIT）企業に指定されている銘柄 

・配当性向が０％未満か、80％を超える銘柄 

 

残りの全ての株式は、過去12ヶ月間の配当利回りでランク付けされる。選択銘柄は１ヶ国当たり 大15銘柄とし、１ヶ国

当たりの 少銘柄数は設定されていない。選択リスト中、上位35銘柄がまず選択される。残りの15銘柄は、36位から70位

の間にランク付けされた株式銘柄の中から、既存の構成銘柄をランク上位から順に選択される。このようにして選択した

株式銘柄数がまだ50銘柄未満の場合、50銘柄になるまで、残りの株式銘柄からランク順に選択される。 
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構成銘柄の見直し頻度： このインデックスは毎年３月に見直される。第１金曜日に構成銘柄を発表し、第３金曜日にイ

ンデックスに反映させ、翌取引日から有効とされる。 

株式数と浮動株調整係数については、四半期ごとに更新される。変更は全て３月、６月、９月、12月の第３金曜日にイン

デックスに反映させ、翌取引日から有効とされる。 

 

ウェイト調整係数： 各構成銘柄のウェイトが 大10％になるよう、四半期ごとに調整係数が設定される。ウェイト調整

係数は、見直し月の第２金曜日に公表される。その際、木曜日（第２金曜日の前日）の終値が使用される。 

 

期中のメンテナンス 

銘柄の置き換え：上場廃止等の銘柄の除外により、インデックス構成銘柄数が45銘柄未満に減少した場合、選択リストに

掲載されている 上位の非構成銘柄と、除外された銘柄が置き替えられる。選択リストは年１回、インデックスの年次見

直し時に更新される。 

 

臨時除外：なし 

 

臨時追加：なし 

 

スピンオフ： スピンオフした株式銘柄は、インデックスに恒久的に追加されるわけではない。次回の構成銘柄見直し時

に条件を満たす場合のみ、見直し後も継続してインデックスにとどまる。 

 

配信のタイミング 

STOXX アセアン好配当50（円、ネットリターン）は、インデックス配信期間中、15秒ごとに計算して配信され、また１日

１回、インデックス配信期間の 後に計算して配信される。 

 

為替レート 

STOXX アセアン好配当50（円、ネットリターン）では、以下の為替レートが使用される。 

・ CET（中央欧州時間）00:00から11:00までは、アジア太平洋地域のインデックスを計算する為替レートとして、直

近リアルタイムの買値と売値の仲値が使用され、CET（中央欧州時間）17:30からは、固定為替レートを使用して、

インデックスが計算される（The World Markets Company PLC（以下「WM社」という。）のCET17:00時点の固定為替

レートを使用）。 

 

固定為替レートは、WM社が提供している。詳しくはロイターの「WMRSPOT01」ページまたはブルームバーグの「WMCO」ペ

ージを参照のこと。 

 

インデックス計算式 

このインデックスは、基準時の数量ウェイトに対する株価変化を計測するラスパイレス算式で計算される。各インデック

スには独自のインデックス除数があり、これを調整することで、資本異動を原因とする変化に対して、インデックス価額

の連続性が維持される。 

 

時価総額加重指数 

このインデックスは、基準時の数量ウェイトに対する株価変化を計測するラスパイレス算式で計算される。 
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上の式のうち、 

t =インデックスの計算時点 

n =インデックスの構成銘柄数 

pit =(t)時点における銘柄(i)の株価 

sit =(t)時点における銘柄(i)の株式数 

ffit =(t)時点における銘柄(i)の浮動株係数 

cfit =(t)時点における銘柄(i)のウェイト調整係数 

xit =(t)時点における銘柄(i)の、現地通貨からインデックス通貨に換算する際の為替レート 

Mt =(t)時点におけるインデックスの浮動株時価総額 

Dt =(t)時点におけるインデックスの除数 

インデックスの除数計算

時価総額加重指数 

各インデックスには独自のインデックス除数があり、これを調整することで、資本異動を原因とする変化に対して、イン

デックス価額の連続性が維持される。資本異動によるウェイトの変動は、インデックス構成銘柄全体に比例配分される。

インデックスの除数は、以下のように計算される。

上の式のうち、 

Dt+1 =(t+1)時点の除数 

Dt =(t)時点の除数 

n =インデックスの構成銘柄数 

pit =(t)時点における銘柄(i)の株価 

sit =(t)時点における銘柄(i)の株式数 

ffit =(t)時点における銘柄(i)の浮動株係数 

cfit =(t)時点における銘柄(i)のウェイト調整係数 

xit =(t)時点における銘柄(i)の、現地通貨からインデックス通貨に換算する際の為替レート 

ΔMCt+1 =インデックスの終値時価総額と調整済み終値時価総額の差額： 

(t+1)時に有効となる資本異動がある銘柄の場合、浮動株時価総額は、調整済み終値、(t+1)時点における新しい

株数、(t+1)時点の浮動株係数から計算した時価総額から、（調整前）終値、(t)時点の株数、(t)時点の浮動株係

数で計算した時価総額を差し引いて算出する。 

円建てのインデックス 

円建てインデックス：まず非ユーロ建ての株価がユーロに換算される。次にユーロ建ての株価と共に日本円に換算して、

インデックス計算が行われる。

S&P500 配当貴族指数(課税後配当込み)、S&P シンガポールREIT指数(課税後配当込み)、Nifty50 レバレッジ(2倍)インデ

ックス(プライスリターン)およびNifty50 デイリーインバースインデックス(トータルリターン)（本項において、以下個

別にまたは総称して「本指数」という。） 

１ 理由 

(1) 当社の発行している有価証券

(ⅰ) NEXT NOTES S&P500 配当貴族(ネットリターン) ETN

(ⅱ) NEXT NOTES S&P シンガポール リート(ネットリターン) ETN
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(ⅲ) NEXT NOTES インドNifty・ダブル・ブル ETN 

(ⅳ) NEXT NOTES インドNifty・ベア ETN 

本項においては、上記(ⅰ)から(ⅳ)までの受益証券発行信託に係る受益権を個別にまたは総称して「本受益権」とい

う。また、各本受益権に係る信託の信託財産である受託有価証券を個別にまたは総称して「本外国指標連動証券」とい

う。 

 

(2) 各本受益権に係る受託有価証券である本外国指標連動証券は、償還額がそれぞれ上記の本指数の水準により決定され

るため、これらの指数についての開示を必要とする。 

 

２ 内容 

 

S&P500 配当貴族指数(課税後配当込み) 

S&P500 配当貴族指数(課税後配当込み)（以下本「S&P500 配当貴族指数(課税後配当込み)」において「本指数」とい

う。）は、S&P500®（※）の構成銘柄のうち、25年以上連続して増配方針に従っている株式の均等加重パフォーマンスを測

定している株式指数である。 

本指数は米ドル建ての指数であり、配当から源泉徴収税を控除した金額を再投資する課税後配当込みの指数である。 

 

※S&P500®は、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス社が開発した株式インデックスで、ニューヨーク証券取引所（NYSE 

Arca、NYSE Americanを含む。）、NASDAQおよびCboeに上場している銘柄から同指数の算出要領により選ばれた500銘柄で構

成される指数で、米国株式市場を測定する代表的なベンチマークである。 

 

指数適格性 

本指数に採用されるためには、銘柄は毎年の年次リバランス時点で次の基準を満たしている必要がある。 

１．S&P500の構成銘柄であること。 

２．少なくとも25年間連続で毎年１株当たり配当総額を増やしていること。 

３．リバランス参照日（毎年12月の 終営業日をいう。以下本「S&P500 配当貴族指数(課税後配当込み)」において同

じ。）時点で 低浮動株調整後時価総額が30億米ドル以上であること。 

４．リバランス参照日までの３ヶ月間の１日当たり平均売買代金が５百万米ドル以上であること。 

 

S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスは、指数適格性および選択の目的上、配当支払企業が普通配当として公表する現金

配当支払（源泉税控除前）のみを考慮する。配当支払企業が特別配当として公表する現金配当支払（反復的な特別現金配

当を含む。）は考慮されない。 

 

構成銘柄の選択 

指数構成銘柄の選択は以下の手順で行われる。 

１．当初の選択ユニバースは、S&P500の全ての構成銘柄から構成される。 

２．選択ユニバース内において、適格性基準を満たす全ての企業が指数を形成する。 

３．２で選択された構成銘柄数が40未満の場合、20年以上にわたり連続して増配した実績を有し、上記の時価総額および

流動性に関する基準も満たしている銘柄が、配当利回りの高い順に本指数の構成銘柄数が40に達するまで指数に追加

される。 

４．３が終了した後に、構成銘柄数が依然として40未満の場合、上記の時価総額および流動性に関する基準を満たしてい

るS&P500の残りの構成銘柄が、配当利回りの高い順に本指数の構成銘柄数が40に達するまで指数に追加される。 

５．２～４が終了した後に、特定のGICS（世界産業分類基準）セクターのウェイトが30％を超えていた場合、20年以上に

わたり連続して増配した実績を有し、上記の時価総額および流動性に関する基準も満たしている銘柄が、配当利回り

の高い順に、いかなるGICSセクターも30％のウェイトを占めないようになるまで指数に追加される。 
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６．５が終了した後に、特定のGICSセクターのウェイトが依然として30％を超えていた場合、時価総額および流動性に関

する基準を満たしているS&P500の残りの構成銘柄が、配当利回りの高い順に、いかなるGICSセクターも30％のウェイ

トを占めないようになるまで指数に追加される。 

 

構成銘柄のウェイト付け 

指数構成銘柄は、各四半期のリバランス時点で指数内において均等に加重される。さらに、年次リバランスの一環とし

て、GICSの各セクターの指数ウェイトは30％以下に抑えられる。 

 

リバランス 

年次リバランス：本指数の構成銘柄は毎年１回見直しされ、変更は１月の 終営業日の取引終了後に有効となる。 

 

四半期リバランス：指数構成銘柄は四半期ごとに均等ウェイトに再加重され、１月、４月、７月および10月の 終営業日

の取引終了後に有効となる。四半期リバランスの参照日は、四半期リバランスを行う月の 終営業日の５営業日前とな

る。 

 

本指数への追加：特定の条件を満たしたスピンオフ（企業が社内の１部門を切り離し１企業として分離・独立させること

をいう。）の場合を除いて、年次リバランスの間に指数への新たな銘柄の追加は行われない。 

 

本指数からの除外：S&P500から除外された構成銘柄は、同時に本指数から除外される。 

 

月次の配当レビュー：S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスは指数構成銘柄を月次ベースでレビューする。以下いずれか

の場合、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスの裁量により、翌月の 初の営業日の取引開始前に指数構成銘柄から除外

される場合がある。 

・予定されていた配当支払が見送られたとき。 

・企業が期間を定めずに配当支払を停止することを発表したとき。 

・企業が減配を発表し、その結果、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスが次の指数再構築時点で指数にもはや適格でな

いと判断したとき。 

継続的適格性の判断や、次の指数再構築時点で指数に適格であるかどうかの判断は、指数委員会の裁量で行われる。S&P

ダウ・ジョーンズ・インデックスは、企業が予定されていた配当金の支払を先送りまたは延期するものの取り消さなかっ

た場合、企業がさらなる発表を行うか、または指数がリバランスされるかのいずれか早い方まで、通常は何も行わない。

継続的適格性のレビューは、企業が当月21日（２月は18日）まで（同日を含む。）に公表した情報に基づき実施する。指

数の変更は、翌月第１営業日の取引開始前に有効となり、５営業日前までに通知される。 

 

S&P シンガポールREIT指数(課税後配当込み) 

S&P シンガポールREIT指数(課税後配当込み)（以下本「S&P シンガポールREIT指数(課税後配当込み)」において「本指

数」という。）は、S&Pグローバル不動産指数（※¹）のサブ指数である、S&P 先進国REIT指数（※²）の国別指数のうち、

シンガポールに上場する不動産投資信託を対象にした時価総額加重型の指数である。 

本指数はシンガポールドル建ての指数であり、配当から源泉徴収税を控除した金額を再投資する課税後配当込みの指数で

ある。 

 

※¹S&Pグローバル不動産指数は、世界的に投資可能な全ての株式市場の銘柄へのあらゆる投資機会を測定するように意図

されているS&Pグローバル総合指数（S&P Global BMI）の構成銘柄の中で、GICS（世界産業分類基準）における不動産セ

クターに属する銘柄で構成されている。 

※²S&P 先進国REIT指数は、先進国市場における不動産投資信託のパフォーマンスを測定する指数である。 
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指数の構成方法 

本指数の構成銘柄は、S&Pグローバル総合指数の適格性基準を満たす必要がある。基準を満たした銘柄は、それぞれの浮

動株調整後時価総額の比率に従って配分され、毎年９月に見直しが行われる。 

 

指数への追加基準 

・S&Pグローバル総合指数の適格性基準を満たしていること。 

・不動産投資信託（REIT）であること。ただし、森林REIT、モーゲージREIT、モーゲージ担保REITは除外される。 

 

指数からの除外基準 

・S&Pグローバル総合指数の構成銘柄から除外されること。 

・合併、買収、被買収、倒産による上場廃止。 

・GICSの産業分類が不動産投資信託（REIT）から外れること。 

 

NIFTY 50指数(プライスリターン)およびNIFTY 50トータルリターン指数 

NIFTY 50指数(プライスリターン)およびNIFTY 50トータルリターン指数は、インド・ナショナル証券取引所に上場する大

手企業からなる主要株価指数で、市場の複数のセクターを代表する50銘柄で構成される浮動株調整時価総額加重平均指数

である。NIFTY 50指数(プライスリターン)は、1995年11月３日を基準日とし、その日の時価総額を1,000として算出され

る。一方、NIFTY 50トータルリターン指数は、1999年６月30日の指数値を1,256.38ポイントとして計算されている。 

 

Nifty50 レバレッジ(2倍)インデックス(プライスリターン) 

Nifty50 レバレッジ(2倍)インデックス(プライスリターン)は、日々の騰落率をNIFTY 50指数(プライスリターン)の騰落

率の２倍として計算された指数で、2009年４月２日の指数値を1,000ポイントとして計算されている。 

 

Nifty50 デイリーインバースインデックス(トータルリターン) 

Nifty50 デイリーインバースインデックス(トータルリターン)は、日々の騰落率をNIFTY 50トータルリターン指数の騰落

率の－１倍として計算された指数で、2009年４月２日の指数値を1,000ポイントとして計算されている。 

 

Nifty50 レバレッジ(2倍)インデックス(プライスリターン)の計算方法 

NPR2XL(T) = NPR2XL(T-1) × (1+ NPR2XL_RETURN) 

NPR2XL_RETURN = 2×(NIFTY_PR(T)/NIFTY_PR(T-1) -1) - (TREPS(T-1)/360)×D(T,T-1) 

 

NPR2XL(T)：指数計算日(T)におけるNifty50 レバレッジ(2倍)インデックス(プライスリターン)値 

NPR2XL(T-1)：指数計算日(T)の前日におけるNifty50 レバレッジ(2倍)インデックス(プライスリターン)値 

NIFTY_PR(T)：指数計算日(T)におけるNIFTY 50指数(プライスリターン)値 

NIFTY_PR(T-1)：指数計算日(T)の前日におけるNIFTY 50指数(プライスリターン)値 

D(T,T-1)：TからT-1までの実日数 

TREPS(T-1)：指数計算日(T)の前日のTREPSレート（％ 年率） 

TREPSレート：貸借取引に適用されるオーバーナイト金利（％ 年率） 

 

Nifty50 デイリーインバースインデックス(トータルリターン)の計算方法 

NTR1XI(T) = NTR1XI(T-1) × (1+ NTR1XI_RETURN) 

NTR1XI_RETURN = -1×(NIFTY_TR(T)/ NIFTY_TR(T-1)-1) + 2×(TREPS(T-1) /360)×D(T,T-1) - (TREPS(T-1) 

/360)×D(T,T-1) 

 

NTR1XI(T) ：指数計算日(T) におけるNifty50 デイリーインバースインデックス(トータルリターン)値 
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NTR1XI(T-1) ：指数計算日(T) の前日におけるNifty50 デイリーインバースインデックス(トータルリターン)値 

NIFTY_TR(T)：指数計算日(T)におけるNIFTY 50トータルリターン指数値 

NIFTY_TR(T-1)：指数計算日(T)の前日における NIFTY 50トータルリターン指数値 

D(T,T-1)：TからT-1までの実日数 

TREPS(T-1)：指数計算日(T)の前日のTREPSレート（％ 年率） 

TREPSレート：貸借取引に適用されるオーバーナイト金利（％ 年率） 

 

レバレッジ指数の値動きについて 

レバレッジ指数は、日々の騰落率が元の指数の騰落率の２倍として計算された指数である。したがって、以下の例に示す

ように、レバレッジ指数の騰落率と元の指数の騰落率とは、２日以上離れた日との比較においては、一般に「２倍」とな

らないので、十分留意する必要がある。 

 

＜１＞ NIFTY 50指数(プライスリターン)が、１日目「下落」、２日目「上昇」の場合 

 

 

 

 

 

＜２＞ NIFTY 50指数(プライスリターン)が、１日目「上昇」、２日目「下落」の場合 
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＜３＞ NIFTY 50指数(プライスリターン)が、１日目「上昇」、２日目「上昇」の場合 

 

 

 

 

 

＜４＞ NIFTY 50指数(プライスリターン)が、１日目「下落」、２日目「下落」の場合 

 

 

 

 

 

※これらの例示は、NIFTY 50指数(プライスリターン)の値動きとNifty50 レバレッジ(2倍)インデックス(プライスリター

ン)の値動きの関係を説明するための計算例であり、実際の値動きを示したものではない。 

実際の本受益権の基準価額および本外国指標連動証券の償還価額は、信託報酬等のコスト負担や追加設定・一部解約の影

響などにより、運用目標が完全に達成できるとは限らない。 

また、本受益権の市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まるため、本受益権の基準価額および

本外国指標連動証券の償還価額の値動きとは必ずしも一致するものではない。 

 

インバース指数の値動きについて 

インバース指数は、日々の騰落率が元の指数の騰落率の－１（マイナス１）倍として計算された指数である。したがっ

て、以下の例に示すように、インバース指数の騰落率と元の指数の騰落率とは、２日以上離れた日との比較においては、

一般に「－１倍」とならないので、十分留意する必要がある。 
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＜５＞ NIFTY 50トータルリターン指数が、１日目「下落」、２日目「上昇」の場合 

 

 

 

 

 

＜６＞ NIFTY 50トータルリターン指数が、１日目「上昇」、２日目「下落」の場合 

 

 

 

 

 

＜７＞ NIFTY 50トータルリターン指数が、１日目「上昇」、２日目「上昇」の場合 
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＜８＞ NIFTY 50トータルリターン指数が、１日目「下落」、２日目「下落」の場合 

 

 

 

 

 

※これらの例示は、NIFTY 50トータルリターン指数の値動きとNifty50 デイリーインバースインデックス(トータルリタ

ーン)の値動きの関係を説明するための計算例であり、実際の値動きを示したものではない。 

実際の本受益権の基準価額および本外国指標連動証券の償還価額は、信託報酬等のコスト負担や追加設定・一部解約の影

響などにより、運用目標が完全に達成できるとは限らない。 

また、本受益権の市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まるため、本受益権の基準価額および

本外国指標連動証券の償還価額の値動きとは必ずしも一致するものではない。 

 

野村日本株高配当70・米ドルヘッジ指数（ネットトータルリターン）（本項において、以下「本指数」という。） 

 

１ 理由 

 

(1) 当社の発行している有価証券 

NEXT NOTES 野村日本株高配当70（ドルヘッジ、ネットリターン）ETN 

本項においては、上記の受益証券発行信託に係る受益権を「本受益権」という。また、本受益権に係る信託の信託財

産である受託有価証券を「本外国指標連動証券」という。 

 

(2) 本受益権に係る受託有価証券である本外国指標連動証券は、償還額が本指数の水準により決定されるため、この指数

についての開示を必要とする。 

 

２ 内容 

 

野村日本株高配当70 

野村日本株高配当70は、日本株の高配当利回り70銘柄を構成銘柄とする等金額型の指数である。継続的な高配当収入獲得

を狙う戦略をパッシブ運用で実現するように設計されている。配当継続性と投資可能性を考慮しつつ、国内上場普通株式

の中から今期予想配当利回りが高い70銘柄を選択している。 

 

銘柄選定方法 

野村日本株高配当70の採用銘柄は、原則として、毎年12月第１営業日の前々月15日時点（休日の場合は前営業日）におけ

る国内普通株式の全上場銘柄の中から選択される。ただし、下記の銘柄スクリーニング基準とリバランスバンドを考慮し

た上で、今期予想配当利回りが高い70銘柄を選択する。定期入替は年１回12月第１営業日（以下「定期入替日」とい
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う。）に行われる。定期入替日の前月第５営業日を入替基準日とし、入替基準日時点におけるデータを用いて計算した結

果をもとに、定期入替後の構成銘柄と指数組入株数が決定される。 

 

銘柄スクリーニング基準 

配当継続性に懸念がある銘柄や浮動株調整時価総額が小さい銘柄などの低流動性銘柄の組入れを抑制するためのルールで

ある。入替基準日時点において下記の条件を満たす銘柄を投資対象とする。 

・過去３年間の実績経常利益が全て非負の銘柄 

・今期予想決算期が３、６、９、12月の銘柄 

・浮動株調整時価総額上位85％に含まれる銘柄 

・過去60日平均売買代金上位500位以内の銘柄 

 

リバランスバンド 

今期予想配当利回りの微小な差による頻繁な銘柄入替を抑制するためのルールである。銘柄スクリーニング基準を満たす

銘柄の中から、下記の手順によって指数構成銘柄を選定する。 

・入替基準日時点の今期予想配当利回り上位50銘柄については無条件で採用する。 

・次に今期予想配当利回りの上位51位～90位（リバランスバンド）に含まれる既採用銘柄のみを70銘柄に達するまで

採用する。 

・もし上記の手順によって採用銘柄が70銘柄に満たない場合は、不足分を今期予想配当利回りの51位以降の未採用銘

柄の中から順に採用する。 

 

銘柄組入株数 

上記の「銘柄選定方法」で選定した70銘柄を構成銘柄とし、入替基準日時点において各構成銘柄のウエイトが等しくなる

ようにして指数を構築する。 

 

野村日本株高配当70・米ドルヘッジ指数（ネットトータルリターン） 

野村日本株高配当70・米ドルヘッジ指数（ネットトータルリターン）は、為替リスクを回避しつつ米ドル建てで原指数に

投資する際のパフォーマンスを表す。月末時点の投資残高を１ヶ月のドル円為替フォワード取引を用いて毎月末ヘッジし

たものとして算出される。野村日本株高配当70・米ドルヘッジ指数（ネットトータルリターン）で用いるドル円為替レー

トは、WMロイターのスポットレートおよび１ヶ月フォワードレートの終値（ロンドン時間16時の仲値、１米ドル当たりの

円レート）を使用する。為替レートが取得できない場合には、前日値を用いて計算するものとする。野村日本株高配当

70・米ドルヘッジ指数（ネットトータルリターン）の原指数としては、野村日本株高配当70の円建てネットトータルリタ

ーン指数（以下「円建て原指数」という。）を使用する。 

野村日本株高配当70・米ドルヘッジ指数（ネットトータルリターン）の配当に対する税率は国内非居住者に対する税率に

従って計算する。 

 

野村日本株高配当70・米ドルヘッジ指数（ネットトータルリターン）の計算方法 

野村日本株高配当70・米ドルヘッジ指数（ネットトータルリターン）(md) = 

野村日本株高配当70・米ドルヘッジ指数（ネットトータルリターン）(m0) × (1+ ヘッジ前指数リターン(md) + ヘ

ッジリターン(md)) 

 

（各月をmとし、m0は前月末営業日、mdはm月の第d日とする） 

 

ヘッジ前指数リターン(md) = 

(円建て原指数(md)/円建て原指数(m0)) × (スポットレート(m0)/スポットレート(md)) -1 
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ヘッジリターン(md) = 

(スポットレート(m0)/フォワードレート(m0)) - (スポットレート(m0)/線形補間されたフォワードレート(md)) 

線形補間されたフォワードレート(md) = 

スポットレート(md) + (D'-d)/D × (フォワードレート(md) - スポットレート(md)） 

（d：当月経過暦日日数、D：当月暦日総数、D'：当月 終営業日までの暦日総数） 

 

円建て原指数の計算方法 

円建て原指数(t) = 円建て原指数(t-1) × (1+ リターン(t)) 

リターン(t) = ((時価総額(t) + 課税考慮済配当総額(t))/課税考慮済基準時価総額(t)) -1 

課税考慮済基準時価総額(t) = 

時価総額(t-1) + 修正時価総額(t) - 課税考慮済修正配当総額(t) 

 

S&P/JPX 配当貴族指数（米ドルヘッジ、課税後配当込み）および税引後配当込東証REIT米ドルヘッジ指数（本項におい

て、以下個別にまたは総称して「本指数」という。） 

 

１ 理由 

 

(1) 当社の発行している有価証券 

(ⅰ) NEXT NOTES 日本株配当貴族（ドルヘッジ、ネットリターン）ETN 

(ⅱ) NEXT NOTES 東証REIT（ドルヘッジ、ネットリターン）ETN 

本項においては、上記(ⅰ)から(ⅱ)までの受益証券発行信託に係る受益権を個別にまたは総称して「本受益権」とい

う。また、各本受益権に係る信託の信託財産である受託有価証券を個別にまたは総称して「本外国指標連動証券」とい

う。 

 

(2) 各本受益権に係る受託有価証券である本外国指標連動証券は、償還額がそれぞれ上記の本指数の水準により決定され

るため、これらの指数についての開示を必要とする。 

 

２ 内容 

 

S&P/JPX 配当貴族指数（課税後配当込み） 

S&P/JPX 配当貴族指数（課税後配当込み）（以下本「S&P/JPX 配当貴族指数（課税後配当込み）」において「本指数」とい

う。）は、東証株価指数（以下本「S&P/JPX 配当貴族指数（課税後配当込み）」において「TOPIX」という。）の構成銘柄の

うち、10年以上にわたり毎年増配しているか、または安定した配当を維持している も配当利回りの高い企業のパフォー

マンスを測定する株式指数であり、さらに株式の配当から源泉徴収税を控除した金額を再投資する課税後配当込みの株式

指数である。 

 

適格性基準 

本指数の採用銘柄は、TOPIXの構成銘柄のうち、下記の適格性ファクターおよび安定性基準を原則として満たす必要があ

る。 

 

・適格性ファクター 

時価総額：リバランス参照日（毎年６月の 終営業日をいう。以下本「S&P/JPX 配当貴族指数（課税後配当込み）」にお

いて同じ。）時点のTOPIXにおける浮動株調整後時価総額が500億円以上であること。 

流動性：リバランス参照日までの３ヶ月間の１日当たり平均売買代金が、新たに選定される銘柄は３億円以上、既存の指

数構成銘柄が継続して指数に残るためには２億5,000万円以上であること。 
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・安定性基準

配当の成長性：新たに選定される銘柄は、10年以上にわたり毎年増配しているか、または安定した配当を維持しているこ

と。既存の本指数構成銘柄は、７年以上にわたり毎年増配しているか、または安定した配当を維持していること。 

配当性向：配当性向が100％以下であること、また、マイナスにならないこと（年間の１株当たり利益（EPS）がマイナス

になったときに、配当性向がマイナスになったものとみなされる。配当性向は、リバランス参照日までの12ヶ月間の１株

当たり配当を直近12ヶ月間の１株当たり利益（EPS）で除することで計算される。）。 

配当利回り：リバランス参照日時点で直近12ヶ月の配当利回りが10％以下であること（配当利回りは、リバランス参照日

までの12ヶ月間の１株当たり配当金総額をリバランス参照日時点の株価で除することで計算される。）。 

S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスは、指数の適格性および選択の目的上、配当支払企業が普通配当として公表する現

金配当支払（源泉税控除前）のみを考慮する。配当支払企業が特別配当または記念配当として公表する現金配当支払（反

復的な特別現金配当および記念現金配当などを含む。）は考慮されない。 

本指数の構築方法とリバランス 

まず本指数構成銘柄の選択が行われ、次に本指数内の構成銘柄のウェイト付けが行われる。本指数の構成銘柄は毎年７月

にリバランスされ、各リバランス時には、銘柄のウェイトを修正し、個別の銘柄やセクター全体にわたる分散を確保す

る。 

・本指数構成銘柄の選択

本指数の適格性基準を満たす全銘柄をリバランス参照日時点における直近12ヶ月の配当利回りに基づいてランク付けした

上で、20銘柄のバッファーを使い、次の手順で直近12ヶ月の配当利回りが も高い50銘柄を本指数の構成銘柄として選択

する。 

１．適格性基準を満たす全銘柄から、配当利回りの高い順で上位30銘柄を構成銘柄として選択する。 

２．上位70位までにランク付けされた既存の指数構成銘柄から、構成銘柄数が50に達するまでランクの上位から選択す

る。 

３．２までで構成銘柄数が50に達しなかった場合、その他の銘柄から、50銘柄に達するまでランクの上位から選択する。 

・銘柄分散基準

各リバランス時点では、 低40の構成銘柄数が必要となるが、仮に適格性基準を満たす構成銘柄数が40を下回った場合に

は、以下の順序でその基準が緩和される。 

①時価総額基準の緩和

浮動株調整後時価総額が300億円以上で、かつその他全ての本指数の適格性基準を満たしているTOPIXの構成銘柄が、40の

構成銘柄数に達するまで、配当利回りの高い順に本指数に追加される。 

②配当の成長性に関する基準の緩和

①の緩和によって、構成銘柄数が40に達していない場合、配当の成長性に関する基準が緩和される。浮動株調整後時価総

額が300億円以上で、過去において７年以上にわたり毎年増配しているか、または安定した配当を維持しており、かつそ

の他全ての本指数の適格性基準を満たしているTOPIXの構成銘柄が、40の構成銘柄数に達するまで、配当利回りの高い順

に本指数に追加される。 

・構成銘柄のウェイト付け

本指数構成銘柄は配当利回りにより加重される。各リバランス時点で、各本指数構成銘柄のウェイトには５％の上限が適

用され、GICS（世界産業分類基準）の各セクターのウェイトには30％の上限が適用される。各銘柄の上限を超えたウェイ

ト部分は、上限を超えていない全ての構成銘柄に按分により再配分される。
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・リバランス 

年次リバランス：本指数は毎年１回全面的にリバランスされ、７月の 終営業日の取引終了後に有効となる。 

 

半期レビュー：年次リバランスと月次の配当レビューに加え、構成銘柄のウェイト付け基準が遵守されているかを確認す

るために、二次的な見直しを実施する。構成銘柄のウェイト付け基準を遵守するために、各ウェイトを調整する必要があ

る場合、ウェイトの超過部分は、構成銘柄の現在のウェイトに基づいてその他の銘柄の間で再配分される。新たな構成銘

柄のウェイトは、１月の 終営業日の取引終了後に有効となる。レビューの参照日は12月の 終営業日の取引終了後とす

る。 

 

本指数構成銘柄への追加 

特定の条件を満たしたスピンオフ（企業が社内の１部門を切り離し１企業として分離・独立させることをいう。）の場合

を除いて、各リバランスの間に指数への新たな銘柄の追加は行われない。 

 

本指数構成銘柄からの除外 

買収、合併、スピンオフまたは破綻もしくは取引停止により、除外が生じる場合がある。指数構成銘柄がTOPIXから除外

された場合、それらの銘柄は各リバランスの間であっても本指数から除外される。各リバランスの間に除外される構成銘

柄はその他の銘柄に置き換えられない。 

 

月次の配当レビュー 

S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスは指数構成銘柄を月次ベースでレビューする。以下いずれかの場合、S&Pダウ・ジョ

ーンズ・インデックスの裁量により、翌月の 初の営業日の取引開始前に指数構成銘柄から除外される場合がある。 

・予定されていた配当支払が見送られたとき。 

・企業が期間を定めずに配当支払を停止することを発表したとき。 

・企業が減配を発表し、その結果、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスが次の指数再構築時点で指数にもはや適格でな

いと判断したとき。 

継続的適格性の判断や、次の指数再構築時点で指数に適格であるかどうかの判断は、指数委員会の裁量で行われる。S&P

ダウ・ジョーンズ・インデックスは、企業が予定されていた配当金の支払を先送りまたは延期するものの取り消さなかっ

た場合、企業がさらなる発表を行うか、または指数がリバランスされるかのいずれか早い方まで、通常は何も行わない。

継続的適格性のレビューは、企業が当月21日（２月は18日）まで（同日を含む。）に公表した情報に基づき実施する。指

数の変更は、翌月第１営業日の取引開始前に有効となり、５営業日前までに通知される。 

 

S&P/JPX 配当貴族指数（米ドルヘッジ、課税後配当込み） 

S&P/JPX 配当貴族指数（米ドルヘッジ、課税後配当込み）（以下本「S&P/JPX 配当貴族指数（米ドルヘッジ、課税後配当

込み）」において「本指数」という。）はS&P/JPX 配当貴族指数（課税後配当込み）の米ドル建ての指数であり、日本円以

外の通貨で投資を行う事を考慮して、本指数構成銘柄のリスクヘッジを行うのではなく、為替リスクをヘッジした場合の

リターンを表象する指数である。そのリターンは、本指数が保有するポートフォリオを１ヶ月の為替フォワード取引によ

り継続的にヘッジした場合の値として算出される。保有するポートフォリオにおける為替リスクのヘッジ割合は100％で

ある。よって、本指数構成銘柄全体の為替リスクがヘッジされていることになる。ただし、あくまでも一定時点のポート

フォリオ残高を月次でヘッジしているものであり、為替変動を完全にヘッジしているわけではない。 

 

本指数の計算方法 

各月をmとし、各日をd=1,2,3,…Dとする。（mdは、m月の第d日、m0は前月の 終営業日、mr0は前月の 終営業日の前営業

日とする。） 

 

m月d日のS&P/JPX 配当貴族指数（米ドルヘッジ、課税後配当込み）の指数値 

EHmd = EHm0 × (Emd / Em0 + HRmd) 
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ただし、 

Emd = ELmd / Smd 

HRmd = (Smr0 / Fm0 - Smr0 / F_Imd) × MAFm 

EH : S&P/JPX 配当貴族指数（米ドルヘッジ、課税後配当込み）の指数値 

E : S&P/JPX 配当貴族指数（課税後配当込み）（米ドル建て）の指数値 

EL : S&P/JPX 配当貴族指数（課税後配当込み）（日本円建て）の指数値 

HR : ヘッジリターン（％） 

S : スポットレート（１米ドル当たり日本円） 

F : フォワードレート（１米ドル当たり日本円） 

F_Imd : m月の第d日における線形補間されたフォワードレート 

F_Imd = Smd + ((D - d) / D) × (Fmd - Smd) 

MAFm : m月におけるS&P/JPX 配当貴族指数（米ドルヘッジ、課税後配当込み）の月次調整係数 

MAFm = EHmr0 / EHm0

とする。 

税引後配当込東証REIT指数 

東証REIT指数は、東京証券取引所に上場するREIT（不動産投資信託）の全銘柄を対象とした浮動株調整後時価総額加重型

の指数であり、基準日である2003年３月31日の基準値を1,000として計算されている。 

また、税引後配当込東証REIT指数は、配当落日に、税引後の予想配当金に基づいて配当落金額の総額を算出し基準時価総

額の修正を行うことで算出される指数である。仮に配当落日に使用した予想配当金と決算短信で公表された配当金との間

に差異が見られた銘柄については配当落金額の調整が行われる。基準時価総額の算出に用いる配当税率は、修正日時点で

の上場株式等の配当に係る源泉徴収税率（地方税除く。）とする。 

税引後配当込東証REIT米ドルヘッジ指数 

税引後配当込東証REIT米ドルヘッジ指数は税引後配当込東証REIT指数の米ドル建ての指数であり、日本円以外の通貨で投

資を行うことを考慮して、指数構成銘柄のリスクヘッジを行うのではなく、為替リスクをヘッジした場合のリターンを表

象する指数である。そのリターンは、指数が保有するポートフォリオを１ヶ月の為替フォワード取引により継続的にヘッ

ジした場合の値として算出される。保有するポートフォリオにおける為替リスクのヘッジ割合は100％である。よって、

指数構成銘柄全体の為替リスクがヘッジされていることになる。ただし、あくまでも一定時点のポートフォリオ残高を月

次でヘッジしているものであり、為替変動を完全にヘッジしているわけではない。 

税引後配当込東証REIT米ドルヘッジ指数の計算方法 

各月をmとし、各日をd=1,2,3,…Dとする。（mdは、m月の第d日、m0は前月の 終営業日、mr0は前月の 終営業日の前営業

日とする。） 

m月d日の税引後配当込東証REIT米ドルヘッジ指数の指数値 

EHmd = EHm0 × (Emd / Em0 + HRmd) 

ただし、 

Emd = ELmd / Smd 

HRmd = (Smr0 / Fm0 - Smr0 / F_Imd) × MAFm 

EH : 税引後配当込東証REIT米ドルヘッジ指数の指数値 

E : 税引後配当込東証REIT指数（米ドル建て）の指数値 

EL : 税引後配当込東証REIT指数（日本円）の指数値 

HR : ヘッジリターン（％） 

S : スポットレート（１米ドル当たり日本円） 
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F : フォワードレート（１米ドル当たり日本円） 

F_Imd : m月の第d日における線形補間されたフォワードレート 

F_Imd = Smd + ((D - d) / D) ×(Fmd - Smd) 

MAFm : m月における税引後配当込東証REIT米ドルヘッジ指数の月次調整係数 

MAFm = EHmr0 / EHm0 

とする。 

 

野村AIビジネス70（配当課税考慮済指数）、野村日本株高ベータ・セレクト30（配当課税考慮済指数）および野村日本株

低ベータ・セレクト50（配当課税考慮済指数）（本項において、以下個別にまたは総称して「本指数」という。） 

 

１ 理由 

 

(1) 当社の発行している有価証券 

(ⅰ) NEXT NOTES 野村AIビジネス70（ネットリターン）ETN 

(ⅱ) NEXT NOTES 高ベータ30（ネットリターン）ETN 

(ⅲ) NEXT NOTES 低ベータ50（ネットリターン）ETN 

本項においては、上記(ⅰ)から(ⅲ)までの受益証券発行信託に係る受益権を個別にまたは総称して「本受益権」とい

う。また、各本受益権に係る信託の信託財産である受託有価証券を個別にまたは総称して「本外国指標連動証券」とい

う。 

 

(2) 各本受益権に係る受託有価証券である本外国指標連動証券は、償還額がそれぞれ上記の本指数の水準により決定され

るため、これらの指数についての開示を必要とする。 

 

２ 内容 

 

野村AIビジネス70（配当課税考慮済指数） 

野村AIビジネス70（配当課税考慮済指数）（以下本「野村AIビジネス70（配当課税考慮済指数）」において「本指数」とい

う。）は、AI（人工知能）に関するビジネスについてマスメディアを通して報道された企業70銘柄を構成銘柄とする、等

金額型の指数である。本指数の組入対象となる銘柄は、国内金融商品取引所に上場する全ての普通株式から、ニュース、

雑誌、新聞等の各種メディアにおける記事検索結果を基にした定量的な評価指標により選定される。記事検索には「人工

知能」と、AIを活用して選んだ複数の関連キーワードを用いる。 

本指数の指数値の基準日は2001年11月30日とし、基準日の指数値（基準値）を10,000とする。配当課税を考慮した指数値

（配当課税考慮済指数値）の計算にあたっては、国内居住者に対する税率を適用する。 

 

定期入替え 

定期入替日を12月第１営業日（前営業日の引け後）の年１回とし、直前の10月15日（休日の場合は前営業日）を定期入替

基準日とする。 

 

銘柄選定母集団 

銘柄選定母集団は、定期入替基準日の直前の３月末時点における国内金融商品取引所に上場する全ての銘柄のうち、定期

入替基準日における浮動株調整時価総額上位98％に相当する銘柄群とする。ただし、新設合併銘柄および定期入替基準日

の直前の４月から９月末までに新規上場した銘柄のうち、浮動株調整時価総額上位約85％に相当する銘柄は銘柄選定母集

団に含まれるものとし、定期入替基準日時点の外国株式等の銘柄は除外される。その中で過去60日の平均売買代金上位

90％を満たす銘柄を対象にスコアを計算する。 
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指数構成銘柄の選定方法 

・人工知能順位スコア(※１)が小さい銘柄から順に、10銘柄まで採用する。ただし、同じスコアの銘柄があった場合

は、過去60日平均売買代金が高い順に 大70銘柄まで採用する。 

・上記で採用された銘柄が70銘柄に達していない場合は、続いて人工知能順位スコアと関連キーワード順位スコア(※

２)の平均順位スコアが小さい銘柄から順に、上記で採用された銘柄と合わせて70銘柄となるまで採用する。ただ

し、同じ平均順位スコアの銘柄があった場合は、人工知能順位スコアが小さい順に70銘柄まで採用する。その際、

同じ人工知能順位スコアの銘柄があった場合には、過去60日平均売買代金が高い順に70銘柄まで採用する。 

 

(※１)人工知能順位スコア 

・スコア計算対象となる銘柄選定母集団の銘柄に対して人工知能に関する記事を検索する。入替基準日の前日から１

年前の入替基準日までの期間に対して記事検索を行った結果の記事数を、各銘柄に対する「直近年の人工知能記事

スコア」とする。 

・１年前の入替基準日の前日から２年前の入替基準日までの期間に対して、人工知能に関する記事検索を行った結果

の記事数を、各銘柄に対する「１年前の人工知能記事スコア」とする。 

・（直近年の人工知能記事スコア×２）＋（１年前の人工知能記事スコア）によって重み付けしたスコアが大きい方か

ら付けた順位（昇順）を、スコア計算対象となる銘柄選定母集団の銘柄に対する「人工知能順位スコア」とする。 

 

(※２)関連キーワード順位スコア 

・スコア計算対象となる銘柄選定母集団の銘柄に対して関連キーワードに関する記事を検索する。入替基準日の前日

から１年前の入替基準日までの期間に対して、関連キーワードに関する記事検索を行った結果の記事数を、各銘柄

に対する「直近年の関連キーワード記事スコア」とする。 

・１年前の入替基準日の前日から２年前の入替基準日までの期間に対して記事検索を行った結果の記事数を、各銘柄

に対する「１年前の関連キーワード記事スコア」とする。 

・（直近年の関連キーワード記事スコア×２）＋（１年前の関連キーワード記事スコア）によって重み付けしたスコア

が大きい方から付けた順位（昇順）を、スコア計算対象となる銘柄選定母集団銘柄に対する「関連キーワード順位

スコア」とする。 

・なお、関連キーワードは毎年６月15日（休日の場合は前営業日）に見直しを検討する。５年前の４月１日から直前

の３月31日までの５年間の政府官公庁、研究機関の人工知能に関する公表資料等に基づいて、人工知能と関連性が

高いキーワードを年１回選定する。 

 

構成銘柄の組入比率 

定期入替基準日において、「指数構成銘柄の選定方法」に基づき選定した70銘柄を構成銘柄とし、各構成銘柄のウエイト

が等しくなるようにして本指数を構築する。 

 

野村日本株ベータ・セレクト指数 

野村日本株ベータ・セレクト指数は、国内金融商品取引所に上場する全ての普通株式の中から、日本株市場リターンおよ

びドル円為替レートリターンに対するベータ値（感応度）等に基づいた定量的な指標の上位30銘柄を組み入れた「野村日

本株高ベータ・セレクト30」と、下位50銘柄を組み入れた「野村日本株低ベータ・セレクト50」という２種類の指数の総

称であり、いずれも浮動株調整時価総額加重型（個別銘柄のウエイト上限５％）の指数である。 

野村日本株ベータ・セレクト指数の指数値の基準日は2000年12月29日とし、基準日の指数値（基準値）を10,000とする。 

 

定期入替え 

定期入替日を、６月第１営業日（５月 終営業日の引け後）および12月第１営業日（11月 終営業日の引け後）の年２回

とし、定期入替日の前月第５営業日を定期入替基準日とする。 
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銘柄選定母集団 

銘柄選定母集団は、６月の定期入替日の場合は、前年の３月末時点、12月の定期入替日の場合は、直前の３月末時点にお

ける国内金融商品取引所に上場する全ての銘柄のうち、定期入替日の直前の10月15日時点（休日の場合は前営業日）にお

ける浮動株調整時価総額上位98％に相当する銘柄群とする。ただし、新設合併銘柄および12月の定期入替日の場合は、直

前の４月から９月末、６月の定期入替日の場合は、前年４月から直前の３月末までに新規上場した銘柄のうち、浮動株調

整時価総額上位約85％に相当する銘柄は銘柄選定母集団に含まれるものとし、定期入替基準日時点の外国株式等の銘柄は

除外される。その中で定期入替基準日時点における大型銘柄（銘柄選定母集団の浮動株調整時価総額上位85％相当）で、

かつ過去60日の平均売買代金上位500銘柄を満たす銘柄を対象にスコアを計算する。 

 

指数構成銘柄の選定方法 

 

野村日本株高ベータ・セレクト30（配当課税考慮済指数） 

「野村日本株高ベータ・セレクト30」は、市場連動性等を表す３つのスコア（市場ベータ、為替ベータ、モメンタム）に

基づいた定量的な指標値が高い30銘柄を組み入れる。配当課税を考慮した指数値（配当課税考慮済指数値）の計算にあた

っては、国内居住者に対する税率を適用する。 

 

野村日本株低ベータ・セレクト50（配当課税考慮済指数） 

「野村日本株低ベータ・セレクト50」は、市場連動性等を表す３つのスコア（市場ベータ、為替ベータ、銘柄固有リス

ク）に基づいた定量的な指標値が低い50銘柄を組み入れる。配当課税を考慮した指数値（配当課税考慮済指数値）の計算

にあたっては、国内居住者に対する税率を適用する。 

 

・市場ベータ 

定期入替基準日における過去60ヶ月分の個別銘柄の月次株価リターンを月次市場リターンで線形回帰した際の回帰係数を

「市場ベータ」スコアとする。 

 

・為替ベータ 

定期入替基準日における過去60ヶ月分の個別銘柄の月次株価リターンを月次ドル円為替レートリターンで線形回帰した際

の回帰係数を「為替ベータ」スコアとする。 

 

・モメンタム 

定期入替基準日における過去11ヶ月分の個別銘柄の月次株価リターンを月次市場リターンで線形回帰した際の回帰切片を

「モメンタム」スコアとする。 

 

・銘柄固有リスク 

定期入替基準日における過去60ヶ月分の個別銘柄の月次株価リターンを月次市場リターンで線形回帰した際の回帰残差の

標準偏差を「銘柄固有リスク」スコアとする。 

 

構成銘柄の組入比率 

野村日本株ベータ・セレクト指数の指数構成銘柄の組入ウエイトは、定期入替基準日時点の浮動株調整時価総額に比例し

た比率とする。ただし、組入ウエイトの上限を５％とし、上限超過分を浮動株調整時価総額に応じて他の銘柄に比例配分

する。 

 

ファクトセット・グローバル・ニッチトップ・ジャパンエンタープライズ指数（課税後配当込み）（本項において、以下

「本指数」という。） 
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１ 理由 

 

(1) 当社の発行している有価証券 

NEXT NOTES ニッチトップ 中小型日本株（ネットリターン）ETN 

本項においては、上記の受益証券発行信託に係る受益権を「本受益権」という。また、本受益権に係る信託の信託財産

である受託有価証券を「本外国指標連動証券」という。 

 

(2) 本受益権に係る受託有価証券である本外国指標連動証券は、償還額が本指数の水準により決定されるため、この指数

についての開示を必要とする。 

 

２ 内容 

 

ファクトセット・グローバル・ニッチトップ・ジャパンエンタープライズ指数（課税後配当込み） 

ファクトセット・グローバル・ニッチトップ・ジャパンエンタープライズ指数（課税後配当込み）は、特定のニッチ産業

において高いグローバル・マーケット・シェアを持つ、日本の中小型株のパフォーマンスを表すよう設計された指数であ

る。 

指数値の基準日は2015年１月30日とし、基準日の指数値（基準値）を1,000とする。本指数は配当から源泉徴収税を控除

した金額を再投資する課税後配当込みの指数である。 

 

定期入替え 

毎年１月の 終営業日の終了後、定期入替えが行われる（定期入替日）。指数を構成するために使用されるデータは、毎

年12月の 終営業日の終了時点（定期入替基準日）のものとする。 

 

構成銘柄の選定方法 

・日本国内の取引所に上場する、日本国内の銘柄の普通株式（ただし、日本銀行と不動産投資法人（REIT）は除く。）

を対象とする。 

・定期入替基準日における時価総額の降順でランク付けされ、１位から400位、および1001位以降は除外し、さらに過

去３ヶ月間の平均日次売買代金の下位10％にランクされている銘柄も除外した結果残った銘柄群から、グローバル

競争力ランキング(※)に基づいて100銘柄を選定する。 

・毎年の定期入替では、グローバル競争力ランキング上位50銘柄を無条件に指数採用銘柄とする。上位51位から150位

にランクされた銘柄を採用候補とし、採用候補のうち既採用銘柄を上位から順に100銘柄に達するまで採用する。既

採用銘柄を採用した後に、採用銘柄が100銘柄に達しない場合には、不足分を採用候補のうち未採用銘柄の上位から

順に採用する。 

 

(※)グローバル競争力ランキング 

FactSet RBICS（Revere Business Industry Classification System:リビア業種・産業分類基準）でカバーされるグロー

バル銘柄から、定期入替基準日の直近２会計年度において、年度末が４月１日から３月31日に到来する 新の決算報告書

情報から計算されたデータを使用する。 

以下の数式に基づいて各企業の「グローバル・マーケット・シェア（％）」（RBICSレベル５を用いる）を計算する。ここ

での「セグメント別売上高」はRBICSレベル５を用いた売上高である。企業の売上高データはFactSetの財務データベース

に基づいており、平均為替レートに基づいて米国ドルに換算される（マイナスまたはゼロの売上高の企業は分析から除外

される。）。また、企業は１つ以上のRBICSレベル５業種へのエクスポージャーを持つことがあり、１つ以上の「グローバ

ル・マーケット・シェア（％）」を持つことがある。 
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各企業の「グローバル・マーケット・シェア（％）」がRBICSレベル５内で計算されると、「グローバル・マーケット・シ

ェア（％）」第１位の企業から昇順にランキングされる。これが「グローバル・マーケット・シェア・ランキング」の基

礎となる。 

特定のRBICSレベル５の中で同順位が存在する場合、より大きな「セグメント売上高比率」を有する企業が上位にランキ

ングされる。「グローバル・マーケット・シェア（％）」と「セグメント売上高比率」の両方で同順位の場合は絶対的な

「セグメント売上高」が大きい企業が上位とみなされる。 

次に複数のRBICSレベル５に対してエクスポージャーがあるために複数の「グローバル・マーケット・シェア・ランキン

グ」を持つ企業の場合は、以下の手順を実行して独自のランキングを割り当てる。 

ステップ１：「法人・その他未配分売上高」および「一般・複数業種売上高」と呼ばれるRBICSレベル５の業種を除

外する。 

ステップ２：企業における収益が10％未満のRBICSレベル５の業種を除外する。 

ステップ３：企業における も高い「グローバル・マーケット・シェア・ランキング」を選択する。 

ステップ４：「グローバル・マーケット・シェア・ランキング」において同順位がある場合は、より大きな「グロー

バル・マーケット・シェア（％）」を有する方を選択する。 

 

構成銘柄の組入比率 

選定された100銘柄を浮動株調整時価総額に基づいて加重する。 

 

２【当該指数等の推移】 

 

１．ハンセン指数・レバレッジインデックスの過去の推移 

近５年間の 

年別 高・ 低値 

年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 

高 25,374.67 30,841.69 24,080.11 21,620.88 23,103.58 

低 14,011.07 16,327.56 16,665.33 11,776.79 11,890.75 

近６ヶ月の 

月別 高・ 低値 

年 
2021年 

10月 

2021年 

11月 

2021年 

12月 

2022年 

１月 

2022年 

２月 

2022年 

３月 

高 15,792.00 15,264.39 13,537.18 14,274.76 14,184.74 11,791.45 

低 13,311.20 12,698.93 11,890.75 12,050.56 11,741.22 7,637.70 

出所：野村證券作成 

(注) 過去の推移は将来の成果の目安とはならない。 

 

２．ハンセン指数・ショートインデックスの過去の推移 

近５年間の 

年別 高・ 低値 

年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 

高 7,015.23 5,670.84 5,524.01 6,056.80 5,047.12 

低 4,929.88 4,447.28 4,563.88 4,518.82 3,935.67 

近６ヶ月の 

月別 高・ 低値 

年 
2021年 

10月 

2021年 

11月 

2021年 

12月 

2022年 

１月 

2022年 

２月 

2022年 

３月 

高 4,833.32 4,903.08 5,047.12 5,007.30 5,006.36 6,096.37 

低 4,420.87 4,485.90 4,738.29 4,581.69 4,575.96 4,966.76 

出所：野村證券作成 

(注) 過去の推移は将来の成果の目安とはならない。 
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３．韓国総合株価指数200・レバレッジインデックスの過去の推移 

近５年間の 

年別 高・ 低値 

年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 

高 376.03 371.77 264.33 418.96 525.15 

低 226.50 213.03 194.78 116.78 371.85 

近６ヶ月の 

月別 高・ 低値 

年 
2021年 

10月 

2021年 

11月 

2021年 

12月 

2022年 

１月 

2022年 

２月 

2022年 

３月 

高 426.74 425.66 428.86 416.18 365.10 355.22 

低 388.73 371.85 391.54 321.91 332.59 321.46 

出所：野村證券作成 

(注) 過去の推移は将来の成果の目安とはならない。 

 

４．韓国総合株価指数200（先物）・インバースインデックスの過去の推移 

近５年間の 

年別 高・ 低値 

年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 

高 887.36 890.83 911.02 1,121.14 531.65 

低 689.12 686.00 765.93 523.75 454.61 

近６ヶ月の 

月別 高・ 低値 

年 
2021年 

10月 

2021年 

11月 

2021年 

12月 

2022年 

１月 

2022年 

２月 

2022年 

３月 

高 523.25 531.65 517.92 564.24 552.03 562.71 

低 498.09 496.65 493.58 497.39 526.88 533.69 

出所：野村證券作成 

(注) 過去の推移は将来の成果の目安とはならない。 

 

５．日経・JPX金レバレッジ指数の過去の推移 

近５年間の 

年別 高・ 低値 

年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 

高 16,844.20 17,349.46 21,413.13 36,165.67 33,693.02 

低 14,437.73 13,224.51 15,228.30 19,075.25 25,256.59 

近６ヶ月の 

月別 高・ 低値 

年 
2021年 

10月 

2021年 

11月 

2021年 

12月 

2022年 

１月 

2022年 

２月 

2022年 

３月 

高 31,393.68 33,693.02 32,049.25 32,815.15 36,331.46 41,775.57 

低 28,238.71 30,380.31 29,888.70 31,596.26 31,509.46 35,426.76 

出所：野村證券作成 

(注) 過去の推移は将来の成果の目安とはならない。 

 

６．日経・JPX金インバース指数の過去の推移 

近５年間の 

年別 高・ 低値 

年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 

高 6,114.68 6,317.04 5,865.28 5,112.78 4,247.21 

低 5,639.84 5,546.42 4,888.43 3,628.89 3,626.40 

近６ヶ月の 

月別 高・ 低値 

年 
2021年 

10月 

2021年 

11月 

2021年 

12月 

2022年 

１月 

2022年 

２月 

2022年 

３月 

高 3,972.46 3,824.58 3,845.14 3,731.05 3,735.99 3,518.72 

低 3,763.13 3,626.40 3,709.88 3,664.39 3,474.95 3,222.45 

出所：野村證券作成 

(注) 過去の推移は将来の成果の目安とはならない。 
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７．日経・JPX原油レバレッジ指数の過去の推移 

近５年間の 

年別 高・ 低値 

年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 

高 2,062.91 3,834.26 2,708.95 2,336.99 1,307.79 

低 1,031.06 1,208.97 1,432.64 149.37 395.31 

近６ヶ月の 

月別 高・ 低値 

年 
2021年 

10月 

2021年 

11月 

2021年 

12月 

2022年 

１月 

2022年 

２月 

2022年 

３月 

高 1,307.79 1,237.94 1,156.56 1,432.93 1,685.16 2,533.08 

低 1,022.63 902.20 880.25 1,168.96 1,397.08 1,639.37 

出所：野村證券作成 

(注) 過去の推移は将来の成果の目安とはならない。 

 

８．日経・JPX原油インバース指数の過去の推移 

近５年間の 

年別 高・ 低値 

年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 

高 8,021.12 6,315.45 5,578.41 7,784.36 3,360.20 

低 5,450.03 3,763.64 4,009.02 3,287.23 1,643.32 

近６ヶ月の 

月別 高・ 低値 

年 
2021年 

10月 

2021年 

11月 

2021年 

12月 

2022年 

１月 

2022年 

２月 

2022年 

３月 

高 1,869.93 1,913.90 1,933.76 1,648.11 1,495.06 1,365.65 

低 1,643.32 1,661.28 1,656.99 1,476.37 1,348.85 1,021.91 

出所：野村證券作成 

(注) 過去の推移は将来の成果の目安とはならない。 

 

９．ダウ・ジョーンズ工業株価平均レバレッジ（２倍）・インデックス（円ヘッジ・プライスリターン）の過去の推移 

近５年間の 

年別 高・ 低値 

年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 

高 2,209.55 2,516.59 2,557.92 2,704.76 3,473.29 

低 1,442.29 1,587.43 1,707.93 967.14 2,380.04 

近６ヶ月の 

月別 高・ 低値 

年 
2021年 

10月 

2021年 

11月 

2021年 

12月 

2022年 

１月 

2022年 

２月 

2022年 

３月 

高 3,358.88 3,473.29 3,471.52 3,530.90 3,327.62 3,234.25 

低 3,024.86 3,108.67 3,026.03 3,037.32 2,850.67 2,757.58 

出所：野村證券作成 

(注) 過去の推移は将来の成果の目安とはならない。 

 

10．ダウ・ジョーンズ工業株価平均 インバース（－１倍）・インデックス（円ヘッジ・トータルリターン）の過去の推移 

近５年間の 

年別 高・ 低値 

年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 

高 411.02 355.69 341.05 386.32 218.66 

低 322.40 293.31 265.96 214.63 173.99 

近６ヶ月の 

月別 高・ 低値 

年 
2021年 

10月 

2021年 

11月 

2021年 

12月 

2022年 

１月 

2022年 

２月 

2022年 

３月 

高 188.45 184.70 187.03 185.62 190.62 193.06 

低 178.47 175.46 173.99 172.49 177.09 177.56 

出所：野村證券作成 

(注) 過去の推移は将来の成果の目安とはならない。 
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11．東証マザーズ指数の過去の推移 

近５年間の 

年別 高・ 低値 

年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 

高 1,234.02 1,355.55 967.92 1,365.49 1,320.73 

低 955.09 757.02 824.20 557.86 948.28 

近６ヶ月の 

月別 高・ 低値 

年 
2021年 

10月 

2021年 

11月 

2021年 

12月 

2022年 

１月 

2022年 

２月 

2022年 

３月 

高 1,141.40 1,175.73 1,062.58 976.74 808.64 790.30 

低 1,064.11 1,070.99 948.28 728.25 652.45 667.47 

出所：野村證券作成 

(注) 過去の推移は将来の成果の目安とはならない。 

 

12．STOXX アセアン好配当50（円、ネットリターン）の過去の推移 

近５年間の 

年別 高・ 低値 

年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 

高 5,842.81 6,192.48 5,876.87 5,749.65 6,189.78 

低 4,558.10 5,254.96 5,080.21 3,517.58 5,168.56 

近６ヶ月の 

月別 高・ 低値 

年 
2021年 

10月 

2021年 

11月 

2021年 

12月 

2022年 

１月 

2022年 

２月 

2022年 

３月 

高 6,189.78 6,169.28 6,128.17 6,305.55 6,695.57 7,014.88 

低 5,675.83 5,750.14 5,789.63 6,118.92 6,259.25 6,158.37 

出所：野村證券作成 

(注) 過去の推移は将来の成果の目安とはならない。 

 

13．S&P500 配当貴族指数(課税後配当込み)の過去の推移 

近５年間の 

年別 高・ 低値 

年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 

高 487.99 524.51 597.95 645.54 804.44 

低 403.93 443.47 458.25 388.46 630.89 

近６ヶ月の 

月別 高・ 低値 

年 
2021年 

10月 

2021年 

11月 

2021年 

12月 

2022年 

１月 

2022年 

２月 

2022年 

３月 

高 764.21 786.80 804.44 808.33 781.50 790.11 

低 723.92 749.91 745.22 754.88 734.43 736.58 

出所：野村證券作成 

(注) 過去の推移は将来の成果の目安とはならない。 

 

14．S&P シンガポールREIT指数(課税後配当込み)の過去の推移 

近５年間の 

年別 高・ 低値 

年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 

高 593.80 604.85 721.44 762.78 741.64 

低 465.01 553.28 573.28 476.26 668.09 

近６ヶ月の 

月別 高・ 低値 

年 
2021年 

10月 

2021年 

11月 

2021年 

12月 

2022年 

１月 

2022年 

２月 

2022年 

３月 

高 730.92 741.64 722.47 723.13 711.85 743.46 

低 701.31 711.38 703.96 676.98 676.94 698.91 

出所：野村證券作成 

(注) 過去の推移は将来の成果の目安とはならない。 
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15．Nifty50 レバレッジ(2倍)インデックス(プライスリターン)の過去の推移 

近５年間の 

年別 高・ 低値 

年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 

高 4,617.15 5,467.50 5,440.90 6,069.20 10,131.75 

低 2,977.00 3,930.25 4,172.95 1,933.80 5,744.50 

近６ヶ月の 

月別 高・ 低値 

年 
2021年 

10月 

2021年 

11月 

2021年 

12月 

2022年 

１月 

2022年 

２月 

2022年 

３月 

高 10,131.75 9,694.75 9,024.55 9,802.55 9,213.05 8,795.00 

低 9,140.85 8,500.60 8,102.95 8,531.90 7,636.40 7,259.35 

出所：野村證券作成 

(注) 過去の推移は将来の成果の目安とはならない。 

 

16．Nifty50 デイリーインバースインデックス(トータルリターン)の過去の推移 

近５年間の 

年別 高・ 低値 

年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 

高 456.05 396.10 381.20 519.00 279.90 

低 367.90 337.25 334.05 272.85 205.95 

近６ヶ月の 

月別 高・ 低値 

年 
2021年 

10月 

2021年 

11月 

2021年 

12月 

2022年 

１月 

2022年 

２月 

2022年 

３月 

高 216.90 224.05 228.95 222.60 233.25 238.70 

低 205.95 210.15 217.10 208.00 214.10 216.40 

出所：野村證券作成 

(注) 過去の推移は将来の成果の目安とはならない。 

 

17．野村日本株高配当70・米ドルヘッジ指数（ネットトータルリターン）の過去の推移 

近５年間の 

年別 高・ 低値 

年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 

高 45,782.80 47,746.38 44,874.06 44,346.51 49,647.93 

低 36,706.29 37,031.05 36,732.76 30,206.25 38,674.20 

近６ヶ月の 

月別 高・ 低値 

年 
2021年 

10月 

2021年 

11月 

2021年 

12月 

2022年 

１月 

2022年 

２月 

2022年 

３月 

高 48,795.15 48,332.26 46,994.88 49,782.72 49,991.35 50,999.81 

低 47,339.23 44,504.64 44,718.57 47,517.52 47,672.55 45,283.17 

出所：野村證券作成 

(注) 過去の推移は将来の成果の目安とはならない。 

 

18．S&P/JPX 配当貴族指数（米ドルヘッジ、課税後配当込み）の過去の推移 

近５年間の 

年別 高・ 低値 

年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 

高 278.681 288.258 281.344 278.637 322.778 

低 219.578 225.787 225.218 194.636 261.267 

近６ヶ月の 

月別 高・ 低値 

年 
2021年 

10月 

2021年 

11月 

2021年 

12月 

2022年 

１月 

2022年 

２月 

2022年 

３月 

高 308.456 307.635 298.565 313.605 322.323 322.083 

低 299.927 283.490 284.103 300.450 305.854 292.716 

出所：野村證券作成 

(注) 過去の推移は将来の成果の目安とはならない。 
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19．税引後配当込東証REIT米ドルヘッジ指数の過去の推移 

近５年間の 

年別 高・ 低値 

年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 

高 3,847.177 4,172.403 5,471.260 5,536.668 5,700.644 

低 3,423.293 3,591.120 4,033.305 2,884.009 4,482.509 

近６ヶ月の 

月別 高・ 低値 

年 
2021年 

10月 

2021年 

11月 

2021年 

12月 

2022年 

１月 

2022年 

２月 

2022年 

３月 

高 5,535.792 5,512.454 5,469.385 5,497.937 5,148.087 5,370.221 

低 5,295.174 5,276.389 5,278.477 4,853.520 4,946.565 4,915.442 

出所：：野村證券作成 

(注) 過去の推移は将来の成果の目安とはならない。 

 

20．野村AIビジネス70（配当課税考慮済指数）の過去の推移 

近５年間の 

年別 高・ 低値 

年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 

高 36,675.01 38,373.24 34,441.74 34,553.13 41,869.65 

低 28,581.10 28,161.23 29,208.32 23,397.85 33,320.78 

近６ヶ月の 

月別 高・ 低値 

年 
2021年 

10月 

2021年 

11月 

2021年 

12月 

2022年 

１月 

2022年 

２月 

2022年 

３月 

高 41,686.33 41,637.09 40,076.24 40,936.14 40,073.39 40,899.84 

低 39,526.27 38,468.80 38,410.62 37,876.66 37,792.14 35,806.38 

出所：野村證券作成 

(注) 過去の推移は将来の成果の目安とはならない。 

 

21．野村日本株高ベータ・セレクト30（配当課税考慮済指数）の過去の推移 

近５年間の 

年別 高・ 低値 

年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 

高 24,082.17 25,957.90 19,494.79 23,226.87 29,726.88 

低 17,666.71 16,457.87 15,835.26 12,760.43 23,236.82 

近６ヶ月の 

月別 高・ 低値 

年 
2021年 

10月 

2021年 

11月 

2021年 

12月 

2022年 

１月 

2022年 

２月 

2022年 

３月 

高 27,568.35 28,274.53 27,889.67 29,510.44 28,009.21 29,441.81 

低 26,024.12 26,337.42 26,461.70 25,405.42 26,169.21 25,384.19 

出所：野村證券作成 

(注) 過去の推移は将来の成果の目安とはならない。 

 

22．野村日本株低ベータ・セレクト50（配当課税考慮済指数）の過去の推移 

近５年間の 

年別 高・ 低値 

年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 

高 26,078.87 27,725.06 27,826.69 27,823.84 31,977.30 

低 21,746.35 22,879.73 23,361.87 20,871.32 26,253.31 

近６ヶ月の 

月別 高・ 低値 

年 
2021年 

10月 

2021年 

11月 

2021年 

12月 

2022年 

１月 

2022年 

２月 

2022年 

３月 

高 31,165.26 31,448.14 31,137.75 31,188.93 30,540.27 31,548.71 

低 30,160.04 29,869.99 29,765.72 28,936.73 29,398.74 28,798.51 

出所：野村證券作成 

(注) 過去の推移は将来の成果の目安とはならない。 
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23．ファクトセット・グローバル・ニッチトップ・ジャパンエンタープライズ指数（課税後配当込み）の過去の推移 

近５年間の 

年別 高・ 低値 

年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 

高 1,748.22 1,820.28 1,684.41 1,670.68 2,065.67 

低 1,295.05 1,279.74 1,345.49 1,083.17 1,611.98 

近６ヶ月の 

月別 高・ 低値 

年 
2021年 

10月 

2021年 

11月 

2021年 

12月 

2022年 

１月 

2022年 

２月 

2022年 

３月 

高 1,962.33 1,967.08 1,903.70 1,925.61 1,892.32 1,877.98 

低 1,887.72 1,781.61 1,791.50 1,753.00 1,806.61 1,690.43 

出所：野村證券作成 

(注) 過去の推移は将来の成果の目安とはならない。 
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独立監査人の監査報告書 
 

 

ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイの株主および執行取締役御中 

 

2022年３月31日に終了する事業年度のアニュアル・レポートに記載され

ている財務書類の監査に関する報告 
監査意見 
我々は、アムステルダムに拠点を置くノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイの2022年３月31日に終了する事業

年度の財務書類監査を行った。 

 

我々の意見では、添付財務書類が、欧州連合の採用する国際財務報告基準 (以下、「EU-IFRS」) およびオランダ民法典第

２編第９章に準拠して、2022年３月31日に終了する事業年度のノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイの財政状

態および同日に終了した事業年度の経営成績ならびにキャッシュ・フローについて真実かつ公正な概観を提供しているも

のと認める。 

 

財務書類には以下のものが含まれる: 

・2022年３月31日に終了する事業年度の財政状態計算書 

・当事業年度の次の書類: 損益計算書、包括利益計算書、持分変動計算書およびキャッシュ・フロー計算書 

・重要な会計方針の要約およびその他の情報から成る財務書類に関する注記 

 

 

監査意見の基礎 
我々は、オランダの監査基準を含むオランダ法に準拠して監査を実施した。我々の負う責任については、本報告書の「財

務書類監査に対する監査人の責任」セクションにおいてより詳細に記載されている。 

 

我々は、オランダにおける監査法人監督法（Audit Firm Supervision Act）、監査人独立性規制 (ViO、職業監査人の倫理

規定、独立性の規則)およびその他の関連する独立性の規制に準拠して、ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブ

イ（以下「会社」という。）に対して独立性を保持している。さらに、我々は職業監査人の行為規制 (VGBA、オランダに

おける倫理規定) に準拠している。 

 

我々は、意見の基礎を提供するための十分かつ適切な監査証拠を得たと判断している。 
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重要性 

重要性 6,825百万円（前事業年度：7,947百万円） 

適用した指標 「社債およびその他の借入金」および「純損益を通じて公正価値で測定

される金融商品に指定された金融負債」の0.5%（前事業年度：0.5%）。 

説明 「社債およびその他の借入金」および「純損益を通じて公正価値で測定

される金融商品に指定された金融負債」の合計額が財務書類利用者にと

って も重要な指標であると判断したため、これらの勘定科目を選択し

た。我々は前事業年度と整合するように重要性を決定した。 

 

我々はまた、定性的な理由から財務書類利用者にとって重要であると認められる虚偽表示および／または発生しうる虚偽

表示を考慮に入れている。 

 

我々は、監査において識別された341百万円超の虚偽表示および定性的な理由から報告すべきと認められるより少額の虚

偽表示を報告することについて、執行取締役と合意している。 

 

監査の範囲 
ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ（もしくは「NEF」）は東京（日本）とアムステルダム（オランダ）両方

で事業を行っている。両拠点の事業の財務情報がNEFの財務諸表に含まれている。 

 

我々は、オランダと日本における事業に焦点を当てて以下の通り監査を行った。 

・我々は、オランダにおける事業に関する監査手続の実施を我々自身で行った。 

・我々は、日本の事業を監査する際に、我々の指揮と監督のもとでEYグローバルメンバーファームである構成単位の監査

人が行った作業を利用した。 

 

新型コロナウイルスの世界的な感染拡大の影響による継続的な（海外）渡航の制限とソーシャルディスタンスを取ること

の期待を受けて、十分かつ適切な監査証拠を入手するために、通信技術や文書による情報交換を行い、構成単位の監査人

とのコミュニケーションを強化するなどの対応を行った。 

 

我々は、構成単位の監査人に対して重要な分野や我々に報告が必要な情報を含む監査指示を出した。リスク評価に基づ

き、日本のチームと一緒にバーチャルな往査を行った。これらの往査は、新型コロナウイルスの影響によりバーチャルで

あり、以下の活動の一部または全部を含む：構成単位の監査人が作成した主要な監査調書や結論をレビューし、主要なプ

ロセスについて理解した。我々は監査の様々な段階で、ビデオやテレビ会議の設備の利用を通じて構成単位の監査人と定

期的に連絡を取った。我々は、アムステルダムおよび東京の経営者との共同の 終会議をバーチャルで行った。我々は、

EYの電子監査ファイルプラットフォームや画面共有を使用して、または監査調書のコピーの直接的な提供により、構成単

位の監査人の主要な監査調書をレビューした。 

 

我々は、上記の作業をオランダ及び日本における事業に関して実施することにより、財務諸表全体に対する意見を表明す

るために、NEFの財務情報に関して十分かつ適切な監査証拠を入手することが可能となった。 
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監査上の主要な事項 
監査上の主要な事項とは、財務書類監査において我々の職業的専門家としての判断にとって も重要な事項のことであ

る。我々は執行取締役に監査上の主要な事項を伝達している。監査上の主要な事項は、議論されたすべての事項を包括的

に考慮したものではない。 

 

これらの事項は、全体としての我々の財務書類監査においてまたはそれに基づいて意見形成をする場面で利用されるもの

であり、これらの事項について我々が個々に意見を表明するものではない。 

 

前事業年度と比較して、監査上の主要な検討事項に関する調整は行われていない。 

 

デリバティブ金融商品の評価 

リスク ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイのデリバティブポートフォリオは非上場デリバテ

ィブから構成されており、それらの価値は市場で観察可能なインプット (主にレベル２) と市場で

観察不能なインプット (主にレベル３) 両方のインプットを使用した価格評価モデルに基づいて算

定される。 

我々は、財務書類の注記14および注記24において開示されているデリバティブ金融商品の公正価値

を監査上の主要な事項として認識している。その判断においては、財政状態全体および重要性に対

する関連する勘定残高の大きさ、およびデリバティブに固有の見積りの本質的な複雑性に起因す

る、関係するデリバティブ金融商品の評価を誤るリスクも考慮に入れている。 

我々の監査アプ

ローチ 

我々の監査手続は、他の手続と同様に、IFRS第13号公正価値測定に準拠したデリバティブ金融商品

の評価に関連する会社の会計方針の適切性、現行および新規の業界慣行、およびこれらが継続的に

適用されているかどうかについて評価することが含まれていた。 

我々は、デリバティブの価格評価プロセスの理解を得て、内部統制のデザインを評価し、運用状況

の有効性をテストした。これは、経営者による重要なインプットおよび公正価値評価に含まれる見

積もりに対する評価に関連した虚偽表示のリスクに対処するための、モデルの妥当性評価プロセス

および独立した価格評価の検証プロセス内の統制を含んでいる。またそれは、現在の市場状況にお

けるモデルのパフォーマンスや適合性に対する内部統制の検証も含んでいる。 

加えて、我々はデリバティブの評価手法について評価し、デリバティブ評価に用いたもっとも重要

なインプットを、市場性のある観察可能なインプットについては独立に取得した市場データと、市

場性のない観察可能なインプットについてはその他の第三者から取得した市場データと比較するこ

とによってテストした。さらに、我々はCVAとDVA（信用評価調整）の正確性について検証した。

我々は、保有されているデリバティブの公正価値について我々自身の価格評価の専門家による補助

を得ながら独立したテストを実施した。 

さらに我々は、関連する開示の正確性と網羅性をテストした。 

重要な見解 我々の実施した監査手続において、デリバティブ金融商品の評価について重要な検出事項は発見さ

れず、我々は、執行取締役がEU-IFRSおよびオランダ民法典第２編第９章に準拠して行ったデリバテ

ィブの測定と開示について合意した。 
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純損益を通じて公正価値で測定される金融商品に指定された金融負債の評価 

リスク ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイは純損益を通じて公正価値で測定される金融商品

に指定された金融負債を発行しており、それらの価値は様々な価格評価モデルに基づいて算定され

る。これらの金融負債は市場で観察可能なインプット (主にレベル２) と市場で観察不能なインプ

ット (主にレベル３) 両方のインプットを使用した価格評価モデルに基づいて算定される。 

我々は、財務書類の注記20および注記24において開示されている純損益を通じて公正価値で測定さ

れる金融商品に指定された金融負債の公正価値を監査上の主要な事項として認識している。その判

断においては、財政状態全体および重要性に対する関連する勘定残高の大きさ、および純損益を通

じて公正価値で測定される金融商品に指定された金融負債に固有の見積りの本質的な複雑性に起因

する、関係する純損益を通じて公正価値で測定される金融商品に指定された金融負債の評価を誤る

リスクも考慮に入れている。 

我々の監査アプ

ローチ 

我々の監査手続は、他の手続と同様に、IFRS第９号金融商品およびIFRS第13号公正価値測定に準拠

した純損益を通じて公正価値で測定される金融商品に指定された金融負債の評価に関連する会社の

会計方針の適切性、現行および新規の業界慣行、およびこれらが継続的に適用されているかどうか

について評価することが含まれていた。 

我々は、純損益を通じて公正価値で測定される金融商品に指定された金融負債の価格評価プロセス

の理解を得て、内部統制のデザインを評価し、運用状況の有効性をテストした。これは、経営者に

よる重要なインプットおよび公正価値評価に含まれる見積もりに対する評価に関連した虚偽表示の

リスクに対処するための、モデルの妥当性評価プロセスおよび独立した価格検証プロセス内の統制

を含んでいる。またそれは、現在の市場状況におけるモデルのパフォーマンスや適合性に対する内

部統制も含んでいる。 

加えて、我々は評価手法について評価し、評価に用いたもっとも重要なインプットを、市場性のあ

る観察可能なインプットについては独立に取得したマーケットデータと、市場性のない観察可能な

インプットについてはその他の第三者から取得したマーケットデータと比較することによってテス

トした。さらに、我々は自己の信用リスクに関連する評価調整の正確性について検証した。我々

は、債券について入手可能な市場価格を用いて独自のテストを実施するだけでなく、発行されてい

るポジションの公正価値について我々自身の価格評価の専門家による補助を得ながら独立したテス

トを実施した。 

後に、我々は関連する開示の正確性と網羅性をテストした。 

重要な見解 我々の実施した監査手続において、純損益を通じて公正価値で測定される金融商品に指定された金

融負債の評価について重要な検出事項は発見されず、我々は、執行取締役がEU-IFRSおよびオランダ

民法典第２編第９章に準拠して行った評価について合意した。 
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関係会社および関連当事者への貸付金の評価 

リスク 財務書類の注記2.3(e)に記載の通り、ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイは関係会社

および関連当事者への貸付金に関する予想信用損失に対して信用損失引当金を計上することを求め

られている。信用損失引当金は、当初認識時以降、信用リスクが著しく増加していない限り、向こ

う12ヶ月のデフォルト確率に起因する予想信用損失に基づいている。なお、当初認識時以降、信用

リスクが著しく増加している場合には、引当金は当該資産の予想残存期間におけるデフォルト確率

に基づくこととなる。 

我々は、財務書類の注記５において開示されている関係会社および関連当事者への貸付金を監査上

の主要な事項として認識している。その判断は、関係会社および関連当事者への貸付金の大きさお

よび減損が会社の業績に重要な影響を及ぼす可能性に基づいている。 

我々の監査アプ

ローチ 

我々の監査手続は、他の手続と同様に、IFRS第９号金融商品に準拠した予想信用損失の認識に関連

する会社の会計方針の適切性について評価することが含まれていた。我々は、会計方針や見積りの

際に適用される手法が継続的に適用されているかについて評価した。 

我々は、減損のプロセスとモデルについての理解を得ることによって関係会社および関連当事者へ

の貸付金の評価を検証した。我々は、減損手法及び予想信用損失の計算について評価した。我々

は、信用リスクの著しい増加を判定するための基準を検証し、内部の信用格付けの正確性をテスト

した。 

我々は、将来の予測を含むデフォルトの確率の決定を評価した。我々は経営者による現行および予

想市場状況の予想信用損失に対する影響評価について評価した。さらに、我々は2022年３月31日時

点における損失引当金について再計算した。 

加えて、我々は関連する開示の正確性と網羅性をテストした。 

重要な見解 我々の実施した監査手続に基づき、関係会社および関連当事者への貸付金に関する予想信用損失に

対する信用損失引当金について重要な検出事項は発見されず、我々は、執行取締役がEU-IFRSおよび

オランダ民法典第２編第９章に準拠して行った測定と開示についての評価について合意した。 

  

-545-



 

 

アニュアル・レポートに含まれるその他の情報に関する報告 
財務書類および我々の監査報告書に加えて、アニュアル・レポートはその他の情報を含んでいる。 

 

実施した以下の手続に基づいて、我々はその他の情報が以下であると結論付けた。 

・その他の情報が財務書類と整合しており、重要な虚偽記載が含まれていない。 

・その他の情報が、経営者による報告書についてオランダ民法典第２編第９章で要求される情報およびオランダ民法典第

２編第９章で要求されるその他の情報を含んでいる。 

 

我々はその他の情報を通読した。我々の財務書類監査などを通じて獲得した知識および理解に基づいて、我々はその他の

情報が重要な虚偽記載を含んでいるか否か検討した。これらの手続を実施することによって、我々はオランダ民法典第２

編第９章およびオランダ監査基準720の要求を順守することとなる。実施された手続の範囲は、我々の財務書類監査にお

いて実施された手続きの範囲より著しく狭い。 

 

執行取締役は、オランダ民法典第２編第９章に従った経営者による報告書およびオランダ民法典第２編第９章で要求され

ているその他の情報を含む、その他の情報の作成に責任を負っている。 

 

その他の法律上・規制上の要件に関する報告 
契約について 

我々は会社の執行取締役によってノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイの財務書類監査の監査人に任命されて

いる。我々はどの会計年度から法定監査人として業務を行っているかを判断することは可能ではないが、少なくとも17年

にわたり法定監査人を務めている。 

 

財務書類に関する責任の記述 
財務書類に対する執行取締役の責任 

執行取締役の責任は、EU-IFRSおよびオランダ民法典第２編第９章に準拠した財務書類の作成および公正な表示をするこ

とにある。さらに、執行取締役は、不正または誤謬による重要な虚偽表示のない財務書類の作成に必要と判断した内部統

制にも責任を負っている。 

 

財務書類作成の一環として、執行取締役は会社が継続企業として事業を継続する能力を評価することについて責任を負

う。上述の財務報告の枠組みによると、執行取締役は、会社を清算するかまたは営業を終了するか、あるいはそうするし

か現実的な選択肢がないという場合以外には、継続企業の前提に基づく会計を用いて財務書類を作成しなければならな

い。執行取締役は財務書類において、会社の継続企業の前提に重要な疑義をもたらす事象または状況を開示しなければな

らない。 

 

財務書類監査に対する監査人の責任 

我々の目的は、意見表明のための十分かつ適切な監査証拠を得ることができるように監査を計画し、実施することであ

る。 

 

我々の監査は、絶対的ではないが高い保証水準で実施される。絶対的ではないが高い保証水準とは、我々が監査手続を通

じてすべての重要な不正および誤謬を発見できない可能性があることを意味する。 

 

虚偽表示は不正または誤謬から生じる。虚偽表示は個別にまたは組み合わさった結果、財務書類利用者の経済的意思決定

に影響を及ぼすと合理的に認められる場合は、重要であると判断される。重要性は、我々の監査手続の種類、時期ならび

に範囲、および識別された虚偽表示が我々の意見に与える影響の評価に関係する。  
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我々は、オランダの監査基準、倫理規定および独立性規制に準拠して、監査の全期間を通じて職業的専門家としての判断

を行使し、また職業的専門化としての懐疑心を保持した。我々の監査は特に以下のことを含んでいる。: 

・ 不正または誤謬による財務書類の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価すること。これらのリスクに対応する監査手

続を立案し、実施すること。意見表明の基礎を提供するための十分かつ適切な監査証拠を得ること。不正に起因する

重要な虚偽表示を発見できないリスクは、誤謬に起因する重要な虚偽表示を発見できないリスクより高い。なぜな

ら、不正は共謀、偽造、意図的な不作為、虚偽の説明、または内部統制の逸脱を伴う場合が多いからである。 

・ 与えられた状況において適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制の理解を得ること。内部統制の

理解は、会社の内部統制の有効性について意見を表明するためのものではない。 

・ 執行取締役による会計方針の適切性、会計上の見積りの合理性、および関連する開示を評価すること。 

・ 執行取締役による継続企業の前提に基づく会計の使用の適切性について結論を下すこと、および入手した監査証拠に

基づいて、継続企業として事業を継続する能力に重要な疑義をもたらすような事象または状況に関連する重要な不確

実性が存在するかどうかについて結論を下すこと。重要な不確実性が存在すると結論付ける場合、我々は監査報告書

において、財務書類の関連する開示について注意を喚起しなければならない。それらの開示が適切でない場合、我々

は監査意見を変更しなければならない。我々の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている。しか

しながら、将来の事象または状況によっては、会社が継続企業として継続しなくなる可能性は否定できない。 

・ 開示を含む、財務書類の全体的な表示、構成および内容について評価すること。 

・ 会計情報の元となる取引および事象が財務書類において公正な開示を達成できるように表示されているかを評価する

こと。 

 

我々は意見に対して 終的な責任を負っているため、監査を指揮・監督・実施する責任も負っている。我々の責任は、財

務諸表に対する意見を表明するために必要な会社の事業についての財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する

ことにある。この観点から、我々は日本およびオランダの両方の事業に関して実施すべき監査手続の性質および範囲を決

定した。 

 

我々は、計画された監査の範囲ならびに時期、および監査期間において識別された内部統制上の発見事項を含む重要な監

査上の発見事項を、執行取締役に伝達している。 

 

我々は、独立性に関する倫理的な要件を充足している旨、執行取締役に報告している。我々は、独立性に影響を及ぼすと

合理的に判断されるすべての関係性およびその他の事項について、また適用可能な場合には関連するセーフガードについ

て、執行取締役に伝達している。 

 

我々は、執行取締役と協議した事項から、当期の財務書類監査においてもっとも重要な事項、すなわち監査上の主要な事

項を決定している。我々は、法律または規制が公衆への開示を妨げる場合、または非常に稀な状況においてその事項を開

示しないことが公衆の利益にかなう場合以外には、それらの事項を監査報告書に記載している。 

 

 

アムステルダム、2022年７月５日 

 

 

アーンスト・アンド・ヤング・アカウンタンツLLP 

 

 

R. クークック（署名) 
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Independent auditor’s report 
To: the shareholder and managing directors of Nomura Europe Finance N.V. 

Report on the audit of the financial statements for the year 
ended 31 March 2022 included in the annual report 
Our opinion 

We have audited the financial statements for the year ended 31 March 2022 of Nomura Europe Finance N.V., based in Amsterdam. 

 

In our opinion the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position of Nomura Europe Finance 

N.V. as at 31 March 2022, and of its result and its cash flows for the year then ended in accordance with International Financial 

Reporting Standards as adopted by the European Union (EU-IFRS) and with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. 

 

The financial statements comprise: 

The statement of financial position as at 31 March 2022 

The following statements for the year ended 31 March 2022: the income statement, the statements of comprehensive income, changes 

in equity and cash flows 

The notes comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory information 

Basis for our opinion 

We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. Our responsibilities under those 

standards are further described in the “Our responsibilities for the audit of the financial statements” section of our report. 

 

We are independent of Nomura Europe Finance N.V. (the company) in accordance with the Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta, 

Audit firms supervision act), the Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO, Code of 

Ethics for Professional Accountants, a regulation with respect to independence) and other relevant independence regulations in the 

Netherlands. Furthermore we have complied with the Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA, Dutch Code of 

Ethics). 

 

We believe the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. 

Materiality 

Materiality JPY 6,825 million (31 March 2021: JPY 7,947 million) 

Benchmark applied 
0.5% (31 March 2021: 0.5%) of ‘debt issued and other borrowing’ and ‘financial 

liabilities designated at fair value through profit or loss’ 

Explanation 

We have chosen ‘debt issued and other borrowing’ and ‘financial liabilities designated at 

fair value through profit or loss’ as benchmark as we believe the total balance of these 

accounts is the most important metric for the users of the financial statements. We 

determined materiality consistently with the previous financial year. 

 

We have also taken into account misstatements and/or possible misstatements that in our opinion are material for the users of the 

financial statements for qualitative reasons. 

 

We agreed with the managing directors that misstatements in excess of JPY 341 million, which are identified during the audit, would 

be reported to them, as well as smaller misstatements that in our view must be reported on qualitative grounds. 

Scope of the audit 

Nomura Europe Finance N.V. (or NEF) has operations in both Tokyo (Japan) and Amsterdam (Netherlands). The financial information 

of operations at both locations is included in the financial statements of NEF. 

 

Our audit focused on the operations in the Netherlands and Japan. We have: 

Performed audit procedures ourselves over operations in the Netherlands 
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Used the work of a component auditor, an EY Global member firm, operating under our coordination and supervision when auditing 

the operations in Japan 

Because of the continuing (international) travel restrictions and social distancing due to the Covid-19 pandemic, we used 

communication technology and written information exchange, e.g. intensified communication with our component auditor, in order to 

obtain sufficient and appropriate audit evidence. 

We sent instructions to the component auditor, covering the significant areas and the information required to be reported to us. Based 

on our risk assessment, we held virtual site visits with our team in Japan. These site visits were virtual due to Covid-19 and 

encompassed some, or all, of the following activities: reviewing key local working papers and conclusions and obtaining an 

understanding of key processes. We interacted regularly with the component team during various stages of the audit, through the use 

of video or teleconferencing facilities. We held a collective virtual closing meeting with both Amsterdam and Tokyo management. We 

reviewed key working papers of the component auditor using the EY electronic audit file platform, screen sharing or by the provision 

of copies of work papers direct to the audit team. 

By performing the procedures mentioned above over operations in the Netherlands and Japan, we have been able to obtain sufficient 

and appropriate audit evidence about NEF’s financial information to provide an opinion on the financial statements as a whole. 

Our key audit matters 

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial 

statements. We have communicated the key audit matters to the managing directors. The key audit matters are not a comprehensive 

reflection of all matters discussed. 

These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole and in forming our opinion thereon, 

and we do not provide a separate opinion on these matters. 

Compared to prior year, no adjustments have been made in the key audit matters. 

Valuation of derivative financial instruments 

Risk 

The derivatives portfolio of Nomura Europe Finance N.V. comprises of non-listed derivatives where the 

values are based on valuation techniques using both market observable (mainly level 2 positions) and non-

market observable (mainly level 3 positions) inputs. 

We consider the fair value of derivative financial instruments as disclosed in note 14 and note 24 to the 

financial statements as a key audit matter due to the relative size of the related accounts as compared to the 

financial position and materiality, and given the inherent complexity of the estimates with a resulting risk for 

incorrect valuation of the derivative financial instruments. 
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Our audit 

approach 

Our audit procedures included, amongst others, evaluating the appropriateness of the company’s accounting 

policies relating to the valuation of derivative financial instruments in accordance with IFRS 13 ‘Fair Value 

Measurement’ as well as current and emerging industry practices and whether these have been applied 

consistently. 

 

We have obtained an understanding of the derivatives valuation process, evaluated the design and tested 

operating effectiveness of internal controls. This includes those controls within the model validation process 

and the independent price verification process that address the risk of material misstatement relating to 

management’s assessment of the significant inputs and estimates included in fair value measurement. It also 

includes the testing of model performance and suitability controls in the current market conditions. 

 

Furthermore, we evaluated valuation methodologies and tested the most significant valuation inputs by 

comparing these inputs to independently sourced market data for market observable inputs and other third 

party sources for non-market observable inputs. In addition, we tested the accuracy of the valuation 

adjustments relating to CVA and DVA. We performed independent testing on fair values of positions held 

with the support of our own valuation specialists. 

 

Additionally, we tested the relevant disclosures for accuracy and completeness. 

Key observations 

Based on our procedures, we have no material findings on the valuation of derivative financial instruments 

and agree with the managing directors’ assessment of the measurement and the disclosures on derivatives in 

accordance with EU-IFRS and Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. 

 

Valuation of financial liabilities designated at fair value through profit or loss 

Risk 

Nomura Europe Finance N.V. issues financial liabilities which are designated at fair value through profit or 

loss, where the values are based on valuation techniques using both market observable (mainly level 2 

positions) and non-market observable (mainly level 3 positions) inputs. 

 

We consider the fair value of financial liabilities designated at fair value through profit or loss as disclosed in 

note 20 and note 24 to the financial statements as a key audit matter due to the relative size of the account as 

compared to the financial position and materiality, and given the inherent complexity of the estimates with a 

resulting risk for incorrect valuation of the financial liabilities designated at fair value through profit or loss. 

Our audit 

approach 

Our audit procedures included, amongst others, evaluating the appropriateness of the company’s accounting 

policies relating to the valuation of financial liabilities designated at fair value through profit or loss in 

accordance with IFRS 9 ‘Financial Instruments’ and IFRS 13 ‘Fair Value Measurement’ as well as current 

and emerging industry practices and whether these have been applied consistently. 

 

We have obtained an understanding of the financial liabilities designated at fair value through profit or loss 

valuation process and evaluated the design and tested operating effectiveness of internal controls. This 

includes those controls within the model validation process and the independent price verification process 

that address the risk of material misstatement relating to management’s assessment of the significant inputs 

and estimates included in fair value measurement. It also includes the testing of model performance and 

suitability controls in the current market conditions. 

 

Furthermore, we evaluated valuation methodologies, tested the most significant valuation inputs by 

comparison of these inputs to independently sourced market data for market observable inputs and other third 

party sources for non-market observable inputs. In addition, we tested the accuracy of the valuation 

adjustments relating to own credit risk. We performed independent testing on fair values of positions issued 

with the support of our own valuation specialists as well as performed independent testing on bonds by using 

available market quotations. 

 

Lastly, we tested the relevant disclosures for accuracy and completeness. 
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Key observations 

Based on our procedures, we have no material findings on the valuation of financial liabilities designated at 

fair value through profit or loss and agree with the managing directors’ assessment of the measurement and 

the disclosures in accordance with EU-IFRS and Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. 

 

Valuation of loans and advances to affiliates 

Risk 

As disclosed in Note 2.3 (e) of the financial statements, Nomura Europe Finance N.V. is required to record 

an impairment allowance for expected credit losses for the loans and advances to affiliates. The impairment 

allowance is based on the expected credit losses associated with the probability of default in the next 12 

months unless there has been a significant increase in credit risk since origination, in which case the 

allowance is based on the probability of default over the expected life of the instrument. 

 

We consider the valuation of the loans and advances to affiliates as disclosed in note 5 to the financial 

statements as a key audit matter due to the size of the loans and advances to affiliates and given that an 

impairment may have a material effect on the company’s result. 

Our audit 

approach 

Our audit procedures included, amongst others, evaluating the appropriateness of the company’s accounting 

policies related to recognition of expected credit losses in accordance with of IFRS 9 ‘Financial Instruments’. 

We evaluated whether the accounting policies and methods applied for making estimates have been applied 

consistently. 

 

We have verified the valuation of loans and advances to affiliates by obtaining an understanding of the 

impairment process and model. We assessed the impairment methodology and expected credit loss 

calculation. We verified the criteria for identifying significant increase in credit risk and tested the accuracy 

of internal credit ratings. 

We evaluated the determination of the probability of default including forward-looking information. We 

evaluated management’s impact assessment for current and expected market conditions on expected credit 

losses. Furthermore, we recalculated the impairment allowance as per 31 March 2022. 

 

Additionally, we tested the relevant disclosures for accuracy and completeness. 

Key observations 

Based on our procedures, we have no material findings on the impairment allowance for expected credit 

losses for the loans and advances to affiliates and agree with the managing directors’ assessment of the 

expected credit losses and the disclosures on loans and advances to affiliates in accordance with EU-IFRS 

and Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. 

Report on other information included in the annual report 
The annual report contains other information in addition to the financial statements and our auditor’s report thereon. 

 

Based on the following procedures performed, we conclude that the other information: 

Is consistent with the financial statements and does not contain material misstatements 

Contains the information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code for the management report and the other information 

as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. 

 

We have read the other information. Based on our knowledge and understanding obtained through our audit of the financial statements 

or otherwise, we have considered whether the other information contains material misstatements. By performing these procedures, we 

comply with the requirements of Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code and the Dutch Standard 720. The scope of the procedures 

performed is substantially less than the scope of those performed in our audit of the financial statements. 

 

The managing directors are responsible for the preparation of the other information, including the management report in accordance 

with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code and other information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. 
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Report on other legal and regulatory requirements 
Engagement 

We were engaged by the managing directors as auditor of Nomura Europe Finance N.V. We are unable to determine since which 

financial year we have operated as the statutory auditor, but we have operated as statutory auditor for at least 17 years. 

Description of responsibilities regarding the financial 
statements 
Responsibilities of the managing directors for the financial statements 

The managing directors are responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with EU-

IFRS and Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore, the managing directors are responsible for such internal control as 

the managing directors determine is necessary to enable the preparation of the financial statements that are free from material 

misstatement, whether due to fraud or error. 

 

As part of the preparation of the financial statements, the managing directors are responsible for assessing the company’s ability to 

continue as a going concern. Based on the financial reporting frameworks mentioned, the managing directors should prepare the 

financial statements using the going concern basis of accounting unless the managing directors either intend to liquidate the company 

or to cease operations, or have no realistic alternative but to do so. The managing directors should disclose events and circumstances 

that may cast significant doubt on the company’s ability to continue as a going concern in the financial statements. 

Our responsibilities for the audit of the financial statements 

Our objective is to plan and perform the audit engagement in a manner that allows us to obtain sufficient and appropriate audit 

evidence for our opinion. 

 

Our audit has been performed with a high, but not absolute, level of assurance, which means we may not detect all material errors and 

fraud during our audit. 

 

Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be 

expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements. The materiality affects the 

nature, timing and extent of our audit procedures and the evaluation of the effect of identified misstatements on our opinion. 

 

We have exercised professional judgment and have maintained professional skepticism throughout the audit, in accordance with Dutch 

Standards on Auditing, ethical requirements and independence requirements. Our audit included among others: 

Identifying and assessing the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, designing and 

performing audit procedures responsive to those risks, and obtaining audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a 

basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from 

error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control 

Obtaining an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the 

circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the company’s internal control 

Evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures 

made by the managing directors 

Concluding on the appropriateness of the managing directors’ use of the going concern basis of accounting, and based on the audit 

evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the 

company’s ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw 

attention in our auditor’s report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to 

modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor’s report. However, 

future events or conditions may cause a company to cease to continue as a going concern 

Evaluating the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures 

Evaluating whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair 

presentation 

 
Because we are ultimately responsible for the opinion, we are also responsible for directing, supervising and performing the audit. We 

are responsible for obtaining sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the company’s operations to 

express an opinion on the financial statements. In this respect we have determined the nature and extent of the audit procedures to be 
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carried out for operations in both Japan and the Netherlands. 

 

We communicate with the managing directors regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and 

significant audit findings, including any significant findings in internal control that we identify during our audit. 

 

We provide the managing directors with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding 

independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our 

independence, and where applicable, related safeguards. 

 

From the matters communicated with the managing directors, we determine the key audit matters those matters that were of most 

significance in the audit of the financial statements. We describe these matters in our auditor’s report unless law or regulation 

precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, not communicating the matter is in the public 

interest. 

 

 

Amsterdam, 5 July 2022 

 

 

Ernst & Young Accountants LLP 

 

 

 

 

R. Koekkoek 
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(注３) 本書の表で計数が四捨五入されている場合、合計は計数の総和と必ずしも一致しない。 
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第一部【企業情報】 

第１【本国における法制等の概要】 

１【会社制度等の概要】 

（１）【提出会社の属する国・州等における会社制度】 

 当中間会計期間において、重要な変更はなかった。 

 

（２）【提出会社の定款等に規定する制度】 

 以下の事項を除き、当中間会計期間において、重要な変更はなかった。訂正箇所には下線を付す（なお、2022年８

月15日提出の有価証券報告書において付されていた下線は、訂正箇所を明示するため、以下においては表示していな

い。）。 

 

当社の株式資本 

 当社の授権資本は、１株当たり454ユーロである普通株式（以下「普通株式」という。）315,000株、合計

143,010,000ユーロである。2022年12月７日付の商業登記簿抄本によると、当社の発行済および払込済株式資本は

51,302,000ユーロであり、普通株式113,000株から成る。 

（後略） 

 

２【外国為替管理制度】 

 当中間会計期間において、重要な変更はなかった。 

 

３【課税上の取扱い】 

 当中間会計期間において、重要な変更はなかった。 
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第２【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結会計年度および中間連結会計期間に係る主要な経営指標等の推移

(注) 当社は、2020年９月30日現在においてもその後の期間においても子会社または関連会社を有していないため、

2021年３月31日および2022年３月31日に終了した各年度ならびに2020年９月30日、2021年９月30日および2022年

９月30日現在または同日に終了した各６ヶ月間については、連結財務書類の作成は要求されていない。 

(2) 当社の事業年度および中間会計期間に係る主要な経営指標等の推移

決算期 

2020年９月30日 
現在または同日 
に終了した 
６ヶ月間 

2021年９月30日 
現在または同日 
に終了した 
６ヶ月間 

2022年９月30日 
現在または同日 
に終了した 
６ヶ月間 

2021年３月31日 
終了事業年度 

2022年３月31日 
終了事業年度 

IFRS(注１) 

受取利息および類似収益 百万円 9,871 8,445 11,864 18,402 16,679 

税引前利益／（損失） 百万円 426 1,153 148 1,067 1,748 

中間（当期）純利益／ 
（損失） 

百万円 220 870 111 1,006 1,313 

中間（当期）包括利益／ 
（損失） 

百万円 3,422 2,333 1,367 (1,672) 2,752 

発行済および払込済株式
資本(注２) 

百万円 6,350 6,655 7,283 6,658 6,991 

発行済株式総数 株 113,000 113,000 113,000 113,000 113,000 

株主資本合計 百万円 40,947 38,186 39,972 35,853 38,605 

資産合計 百万円 2,742,192 2,593,868 2,398,774 2,758,918 2,507,250 

１株当たり株主資本 円 362,363 337,929 353,735 317,283 341,637 

１株当たり中間（当期） 
純利益（損失） 

円 1,946.90 7,699.12 982.30 8,902.65 11,619.47 

１株当たり中間（当期）
包括利益（損失） 

円 30,283.19 20,646.02 12,097.35 (14,796.46) 24,353.98 

自己資本比率 ％ 1.49 1.47 1.67 1.30 1.54 

営業活動による 
キャッシュ・フロー

百万円 135,958 176,932 119,740 278,897 222,623 

財務活動による 
キャッシュ・フロー

百万円 (136,021) (177,169) (119,701) (278,974) (222,952)

現金および現金同等物の
中間期末（期末）残高 

百万円 547 320 300 557 241 

(注１) 欧州連合が採用した国際財務報告基準。 

(注２) １株当たり額面金額454ユーロの株式113,000株を各期末日のレートにて円換算した金額。「第５ 提出会社

の状況－１ 株式等の状況－（１） 株式の総数等」を参照のこと。 

２【事業の内容】 

当中間会計期間において、当社および親会社において営まれている事業の内容に重要な変更はなかった。 

本書提出日現在の企業集団の概要は以下のとおりである。 
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＜企業集団の概要＞ 

３【関係会社の状況】 

当中間会計期間において、関係会社の異動はなかった。 

４【従業員の状況】 

(1) 2022年９月30日現在の従業員数

当社の2022年９月30日現在の従業員数は14人である。

(2) 従業員数の著しい増減および労働組合の状況等

当中間会計期間において、特記事項はなかった。

第３【事業の状況】 

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 

当中間会計期間において、重要な変更はなかった。 

２【事業等のリスク】 

 当該中間会計期間において、2022年８月15日に提出した当社の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」につい

て新たな事項および重要な変更はなかった。 

３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 

(1) 業績等の概要

当期の世界経済は、コロナウイルス感染拡大にともなう減速を繰り返しつつも、米欧経済諸国を中心に経済活

動の再開が進んだ。経済の回復過程における繰越需要の拡大は物価上昇を招き、各国中央銀行の利上げに関する

思惑を強めることになり、市場は調整を繰り返した。上記のように先が見えない状況が継続する中、グローバル

な事業環境の変化に機動的に対応している。

 こうした環境下において、当中間期の受取利息および類似収益は11,864百万円（前年同期8,445百万円）、支払

利息および類似費用は11,865百万円（前年同期6,846百万円）、支払手数料等は355百万円（前年同期363百万円）、

純トレーディング損失は46,985百万円（前年同期80,521百万円収益）となっており、税引前利益は148百万円（前

年同期1,153百万円）である。なお、法人所得税費用は37百万円（前年同期283百万円）であり、当中間期純利益

合計は111百万円（前年同期870百万円）となった。当中間期包括利益合計は1,367百万円（前年同期2,333百万

円）となった。 

 また、現金および現金同等物の当中間期末残高は、300百万円（前事業年度末241百万円／前年同期320百万円）

である。営業活動に使用したキャッシュ・フロー純額は、関係会社からの借入金の増加等により、119,740百万円
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収入（前年同期176,932百万円収入）となった。財務活動により生じたキャッシュ・フロー純額は、社債の発行金

額が償還金額を下回ったこと等により、119,701百万円支出（前年同期177,169百万円支出）となった。 

 当社の主な事業内容は、社債発行、野村グループからの借入等により資金調達を行い、野村グループへ資金供

給を図ることである。社債は株式、金利、為替、信用、コモディティ等様々な異なるインデックスを内包してお

り、このような金融商品から生じる市場リスクをヘッジするため、野村グループを相手にデリバティブ取引を行

っている。 

 当社の収益は、主に貸付からの利息収入および社債発行や借入に係る調達費用の影響を受けるが、これらに加

えて、社債およびデリバティブの時価評価における変動の影響も受ける。デリバティブの満期は、ヘッジされて

いる社債の満期と一致しており、当該社債のエクスポージャーを経済的にヘッジするために取引されている。よ

って、損益は当該取引を満期にわたって勘案すれば 終的に相殺されると考えられるが、ある時点において損益

が生じる場合がある。 

 当中間期においては、貸付からの利息収入と社債の発行や借入に係る調達の収支が悪化したことから、前年同

期と比較して減益となった。 

(2) 生産、受注および販売の状況

該当事項なし。

(3) 財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況の分析

本「(3) 財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況の分析」については、上記「１ 経営方針、経

営環境及び対処すべき課題等」および「２ 事業等のリスク」をあわせて参照のこと。

(a) 重要な会計方針および見積もり

 財務書類の作成に際し、経営者は、特定の金融商品と投資の評価、貸付金に対する信用減損損失、繰延税

金資産の回収可能性および資産負債の報告数値ならびに財務書類の開示内容に影響を与えるその他の事項に

ついて見積もりを行っている。これらの見積もりは、その性質上、判断および入手しうる情報に基づいて行

われることになる。したがって、実際の結果がこれらの見積もり額と異なることがあり、結果として財務書

類に重要な影響を与える場合や、近い将来調整が生じる可能性がある。 

 また、新型コロナウイルス感染症の拡大は前事業年度においても財務諸表の作成に用いられるいくつかの

会計上の見積もりおよび関連する仮定に影響を与えたが、当中間期において当該影響に重要かつ不利な変化

はなかった。 

 重要な会計方針については、「第６ 経理の状況－１ 中間財務書類－財務書類に関する注記 ２．会計

方針」を参照のこと。 

(b) 経営成績の分析

上記「(1) 業績等の概要」を参照のこと。 

(c) 財政状態の分析

 当社の主な事業目的は野村グループのための資金調達活動であり、社債の発行等により資金調達を行い、

関係会社へ貸付等を行っている。 

 公正価値で測定される金融負債を含めた社債残高が1,147,524百万円と、前事業年度末比217,582百万円減

少、関係会社からの借入金が903,063百万円と、前事業年度末比115,937百万円増加、当中間期末の負債合計

は2,358,802百万円と、前事業年度末比109,843百万円減少となった。また、関係会社および関連当事者への

貸付金の合計が2,063,452百万円と、前事業年度末比97,979百万円減少、当中間期末の資産合計は、前事業 

年度末比108,476百万円減少し、2,398,774百万円である。 

株主資本合計は、39,972百万円と、前事業年度末比1,367百万円増加した。 
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(d) キャッシュ・フローの分析

上記「(1) 業績等の概要」を参照のこと。 

４【経営上の重要な契約等】 

プログラム名 設定日 限度額 ディーラー クレジット・サポート

ユーロ・ノート・プ

ログラム

1994年10月19日 400億米ドル ノムラ・インターナショナ

ル・ピー・エル・シー

野村ホールディングス株式会

社単独による保証または野村

證券株式会社および野村ホー

ルディングス株式会社による

連帯保証(注２)

ユーロ・ノート・プ

ログラム(注１)

2009年７月31日 180億米ドル ノムラ・インターナショナ

ル・ピー・エル・シー

ノムラ・ファイナンシャル・

プロダクツ・ヨーロッパ・ゲ

ー・エム・ベー・ハー

野村ホールディングス株式会

社単独による保証または野村

證券株式会社および野村ホー

ルディングス株式会社による

連帯保証(注２)

(注１) 当該プログラムは2022年５月30日付で限度額が230億米ドルから180億米ドルに変更されている。 

(注２) 2009年７月31日に設定されたユーロ・ノート・プログラムおよび1994年10月19日に設定されたユーロ・ノー

ト・プログラムの保証枠は、合計で180億米ドルである。

５【研究開発活動】 

 該当事項なし。 

第４【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

 該当事項なし。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

該当事項なし。 

第５【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

（2022年９月30日現在）

授権株数（株） 発行済株式総数（株） 未発行株式数（株） 

315,000 113,000 202,000 
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- 7 -

②【発行済株式】

（2022年９月30日現在）

記名・無記名の別及び 

額面・無額面の別 
種類 発行数（株） 

上場金融商品取引所

名又は登録認可金融

商品取引業協会名 

内容 

記名式額面株式 

（額面454ユーロ） 
普通株式 113,000 - 

議決権の制限 

のない株式 

計 - 113,000 - - 

（２）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項なし。

（３）【発行済株式総数及び資本金の状況】

上記の当社の発行済株式の総数ならびに発行済および払込済株式資本は、当中間会計期間において変動していな

いが、IFRSに基づいて作成された財務書類は円貨表示であり、各期末為替レートの変動により、発行済および払込

済株式資本の円貨表示金額が変動する。

（４）【大株主の状況】

（2022年９月30日現在）

氏名又は名称 住 所 
所有株式数

（株） 

発行済株式総数に対する 

所有株式数の割合（％） 

野村ホールディングス 

株式会社 

東京都中央区日本橋一丁目13番 

１号 
113,000 100％ 

計 - 113,000 100％ 

２【役員の状況】 

2022年８月15日付の有価証券報告書の提出日以降本書提出日現在まで、当社の取締役に異動はなかった。 
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第６【経理の状況】 

(1) 本書記載の当社の邦文の中間財務書類は、欧州連合が採用した国際財務報告基準（IFRS）に準拠して作成された原文

の中間財務書類を翻訳したものである。本書記載の中間財務書類については、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成

方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）第76条第１項の規定が適用されている。なお、当社の採用している会

計原則および会計慣行と日本において一般に公正妥当と認められる会計原則および会計慣行の主要な相違については、

下記「２ その他－(3) 本国と日本における会計原則および会計慣行の主要な相違」に記載されている。 

(2) 本書記載の2022年９月30日に終了した６ヶ月間に係る中間財務書類は、独立監査人であり、外国監査法人等（公認会

計士法（昭和23年法律第103号）第１条の３第７項に規定される外国監査法人等をいう。）であるアーンスト・アンド・

ヤング・アカウンタンツ・エルエルピーによる監査を受けていない。
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１【中間財務書類】 

 

中間損益計算書 

 

    2022年９月30日

に終了した 

中間期 

 2021年９月30日

に終了した 

中間期 

 2022年３月31日に

終了した 

事業年度 

  注記  単位：百万円  単位：百万円  単位：百万円 

         

受取利息および類似収益  3,9,17  11,864 8,445 16,679 

支払利息および類似費用  3,13,17  (11,865) (6,846) (13,222) 

純受取利息／（損失）    (1) 1,599 3,457 

       

支払手数料等  17  (355) (363) (717) 

信用減損利得／（損失）  4,17  (152) 5 (145) 

純トレーディング収益／（損失）  5,15  (46,985) 80,521 110,455 

純損益を通じて公正価値で測定される

金融商品に指定された金融負債に関す

る純利益／（損失） 

 

 

6,15 

 

 

48,339 

 

(79,744) 

 

  

(109,496) 

その他の営業利益／（損失）  17  48 160 95 

純営業収益    894 2,178 3,649 

       

給与および社会保障費    (111) (103) (193) 

一般管理費  7,17  (635) (922) (1,708) 

営業費用合計    (746) (1,025) (1,901) 

       

税引前利益／（損失）    148 1,153 1,748 

       

法人所得税費用    (37) (283) (435) 

       

当期純利益／（損失）    111  870 1,313 
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中間包括利益計算書 

 

    2022年９月30日 

に終了した 

中間期 

 2021年９月30日

に終了した 

中間期 

 2022年３月31日

に終了した 

事業年度 

    単位：百万円  単位：百万円  単位：百万円 

         

当期純利益／（損失）    111  870 1,313 

        

その他の包括利益／（損失）        

        

損益計算書に組み替えられない項目：        

純損益を通じて公正価値で測定される金融商

品に指定された金融負債の公正価値の変動の

うち信用リスクの変化によるもの（税引後） 

  

 

 

  

 

1,256 

  

 

1,463 

 

 

1,439 

当期税引後その他の包括利益／（損失）    1,256  1,463 1,439 

当期包括利益／（損失）合計 

 
 
 

1,367  2,333 

  

2,752 
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中間財政状態計算書 

 

  
2022年 

９月30日現在 
 

2022年 

３月31日現在 

 注記 単位：百万円  単位：百万円 

非流動資産     

関係会社および関連当事者への貸付金 4,15,16,17 259,062 247,880 

デリバティブ金融資産 4,8,15,16,17 24,236 31,226 

その他の非流動資産 9 - 1 

非流動資産合計  283,298 279,107 

  

流動資産  

関係会社および関連当事者への貸付金 4,16,17 1,804,390 1,913,551 

デリバティブ金融資産 4,8,15,16,17 129,373 191,955 

現金および現金同等物 4 300 241 

未収還付法人所得税  14 237 

その他の流動資産 4,9,17 181,399 122,159 

流動資産合計  2,115,476 2,228,143 

資産合計  2,398,774 2,507,250 

  

株主資本および負債  

  

株主資本  

発行済および払込済株式資本  7,283 6,991 

株式払込剰余金  1,321 1,321 

剰余金  13,335 12,430 

利益剰余金 10 18,033 17,863 

株主資本合計  39,972 38,605 

  

非流動負債  

社債およびその他の借入金 11,15,17 129,562 161,606 

純損益を通じて公正価値で測定される金融商品に指定さ

れた金融負債 12,15,17 

 

607,360 

 

721,494 

デリバティブ金融負債 8,15,16,17 144,492 140,222 

繰延税金負債  3,607 3,292 

非流動負債合計  885,021 1,026,614 

  

流動負債  

関係会社からの借入金 17 903,063 787,126 

社債およびその他の借入金 11,17 27,420 40,967 

純損益を通じて公正価値で測定される金融商品に指定さ

れた金融負債 

 

12,15,17 

 

383,182 

 

441,039 

デリバティブ金融負債 8,15,16,17 153,871  109,208 

その他の流動負債 13,17 6,245 63,691 

流動負債合計  1,473,781 1,442,031 

負債合計  2,358,802 2,468,645 

株主資本および負債合計  2,398,774 2,507,250 
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中間持分変動計算書 

発行済 

および払込済 

株式資本 

株式 

払込剰余金 

自己クレジット 

調整額 為替換算調整勘定 利益剰余金 

株主資本 

合計 

単位：百万円 単位：百万円 単位：百万円 単位：百万円 単位：百万円 単位：百万円 

2022年４月１日の期首残高 6,991 1,321 11,019 1,411 17,863 38,605 

当期利益／（損失） - - - - 111 111 

その他の包括利益／（損失） - - 1,197 - 59 1,256 

包括利益／（損失）合計 - - 1,197 - 170 1,367 

ユーロ建資本の為替評価額 292 - - (292) - - 

2022年９月30日の期末残高 7,283 1,321 12,216 1,119 18,033 39,972 

発行済 

および払込済 

株式資本 

株式 

払込剰余金 

自己クレジット 

調整額 為替換算調整勘定 利益剰余金 

株主資本 

合計 

単位：百万円 単位：百万円 単位：百万円 単位：百万円 単位：百万円 単位：百万円 

2021年４月１日の期首残高 6,658 1,321 9,646 1,744 16,484 35,853 

当期利益／（損失） - - - - 870 870 

その他の包括利益／（損失） - - 1,431 - 32 1,463 

包括利益／（損失）合計 - - 1,431 - 902 2,333 

ユーロ建資本の為替評価額 (3) - - 3 - - 

2021年９月30日の期末残高 6,655 1,321 11,077 1,747 17,386 38,186 

発行済 

および払込済 

株式資本 

株式 

払込剰余金 

自己クレジット 

調整額 為替換算調整勘定 利益剰余金 

株主資本 

合計 

単位：百万円 単位：百万円 単位：百万円 単位：百万円 単位：百万円 単位：百万円 

2021年４月１日の期首残高 6,658 1,321 9,646 1,744 16,484 35,853 

当期利益／（損失） - - - - 1,313 1,313 

その他の包括利益／（損失） - - 1,373 - 66 1,439 

包括利益／（損失）合計 - - 1,373 - 1,379 2,752 

ユーロ建資本の為替評価額 333 - - (333) - - 

2022年３月31日の期末残高 6,991 1,321 11,019 1,411 17,863 38,605 

  当中間期は、実現した自己クレジット調整額は利益剰余金としてその他の包括利益／（損失）に59百万円の税引後利

益が計上されており（前年同期は32百万円の利益、前事業年度は66百万円の利益）、未実現の自己クレジット調整額は、

剰余金としてその他の包括利益／（損失）に1,197百万円の税引後利益が計上されている（前年同期は1,431百万円の利

益、前事業年度は1,373百万円の利益）。 

 為替換算調整勘定は、オランダ民法典第２編第９章に基づく非分配型法定準備金である。一方、自己クレジット調整額

は、法定準備金ではない。 
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中間キャッシュ・フロー計算書 

 

  2022年９月30

日に終了した 

中間期 

 

2021年９月30日

に終了した 

中間期 

 

2022年３月31日

に終了した 

事業年度 

 注記 単位：百万円  単位：百万円  単位：百万円 

営業活動によるキャッシュ・フロー    

当期利益／（損失）  

   

111 

   

870 

   

1,313 

調整項目：     

財務活動によって生じた（収益）／損失  (96,626) 5,566 152 

繰延税金資産の変動によって生じた（収益）

／損失  

 

315 

 

613 713 

その他  (18) 1 (12) 

     

営業資産および営業負債：     

関係会社および関連当事者への貸付金の 

減少／（増加）  

 

97,979 

 

166,442 

 

295,768 

関係会社からの借入金の増加／（減少）  115,937 (24,233) (109,056) 

デリバティブ金融資産の減少／（増加） 8,15 69,572 (4,579) (40,032) 

デリバティブ金融負債の増加／（減少） 8,15 48,933 4,050 56,694 

その他の営業資産の減少／（増加） 9 (59,017) 2,949 (4,386) 

その他の営業負債の増加／（減少） 13 (57,446) 25,253 21,469 

営業活動から得たキャッシュ・フロー純額  119,740  176,932  222,623 

     

財務活動によるキャッシュ・フロー       

純損益を通じて公正価値で測定される金融商品

に指定された金融負債からの収入 12,15 

 

94,809  

 

314,262  

 

555,662 

社債およびその他の借入金の償還 11 (39,331)  (26,655)  (49,857) 

純損益を通じて公正価値で測定される金融商品

に指定された金融負債の償還 12,15 

 

(175,179)  

 

(464,776)  

 

 (728,757) 

配当金の支払額 10 -  -  - 

財務活動に使用されたキャッシュ・フロー純額   (119,701)   (177,169)  (222,952) 

       

現金および現金同等物の純増加／（減少）額  39  (237)  (329) 

純為替換算差額  20  -  13 

現金および現金同等物の期首残高  241  557  557 

現金および現金同等物の期末残高 4 300  320  241 

     

営業キャッシュ・フロー       

利息の支払額  (8,073)  (6,876)  (13,357) 

利息の受取額  10,613  8,458  16,545 

税金（支払）／還付額  73  (209)  (452) 
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財務活動による負債の照合 

2022年４月１日

現在 
キャッシュ・フロー 非現金項目 

2022年９月30日

現在 

公正価値の変動および為替レート 

の変動による影響額 
その他

単位：百万円 単位：百万円 単位：百万円 単位：百万円 単位：百万円 

社債およびその他の借入金 202,573    (39,331) 279 (6,539) 156,982 

純損益を通じて公正価値で測

定される金融商品に指定され

た金融負債 1,162,533 (80,370) (91,621) - 990,542

財務活動による負債合計額 
1,365,106 (119,701) (91,342) (6,539) 1,147,524 

2021年４月１日

現在 
キャッシュ・フロー 非現金項目 

2021年９月30日 

現在 

公正価値の変動および為替レート 

の変動による影響額 
その他

単位：百万円 単位：百万円 単位：百万円 単位：百万円 単位：百万円 

社債およびその他の借入金 254,737    (26,655) (574) (164) 227,344 

純損益を通じて公正価値で測

定される金融商品に指定され

た金融負債 1,334,609 (150,514) 4,841 - 1,188,936

財務活動による負債合計額 
1,589,346 (177,169) 4,267 (164) 1,416,280

2021年４月１日

現在 
キャッシュ・フロー 非現金項目 

2022年３月31日 

現在 

公正価値の変動および為替レート 

の変動による影響額 
その他

単位：百万円 単位：百万円 単位：百万円 単位：百万円 単位：百万円 

社債およびその他の借入金 254,737 (49,857) (2,220) (87) 202,573

純損益を通じて公正価値で測

定される金融商品に指定され

た金融負債 1,334,609 (173,095) 1,019 - 1,162,533

財務活動による負債合計額 
1,589,346 (222,952) (1,201) (87) 1,365,106

-567-



 

 

中間財務書類に関する注記 

 

１．企業情報 

 

ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ（以下「当社」という。）は、日本国で登記され、日本、米国および

シンガポールで上場している野村ホールディングス株式会社（以下「NHI」という。）の全額出資子会社であり、NHIは当

社の 終親会社である。 

 

当社はオランダのアムステルダムで設立され、本拠を置き、同国のアムステルダム市1096HA、アムステルプライン１、

レンブラント・タワー（Rembrandt Tower, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam）に登記上の事務所を有する、オランダ

法に基づいて設立された有限責任公開株式会社である（商工会議所番号 33221661）。 

 

当社の主たる業務は、NHIおよびその子会社（以下ではあわせて「野村グループ」という。）の資金調達会社として活動

することである。 

 

２．会計方針 

 

2.1. 作成基準 

 

当中間期に関する中間財務書類は、欧州連合（以下「EU」という。）が採用した国際会計基準（以下「IAS」という。）

第34号「中間財務報告」に準拠して作成されている。 

 

本中間財務書類には、EUが採用した国際財務報告基準（以下「IFRS」という。）に従って作成されている前事業年度の

年次財務書類で求められているすべての情報および開示が含まれているわけではないことから、当該年次財務書類もあわ

せて参照されたい。経営者は当中間期に関する財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況は適切に表示されて

いるものと考えている。 

 

本中間財務書類は日本円で表示されており、別途記載がある場合を除き、すべての金額は百万円単位に四捨五入されて

いる。 

 

2.2. 適用された新基準、改訂解釈指針、および改訂基準 

 

 本中間財務書類作成にあたって準拠している会計方針は、当中間期の財務諸表に関連し有効となった以下の会計基準の

適用を除き、前事業年度の年次財務書類の作成にあたって準拠したものと整合している。 

 

IFRS第３号企業結合；IAS第16号有形固定資産；IAS第37号引当金、偶発負債、偶発資産に関する改訂、年次改善2018-

2020 

 

本件にかかる複数の改訂は、IASBによる年次改善以外にも、３つの基準に関する軽微な改訂が含まれており、用語の明

確化、軽微な意図しない帰結、基準の要求事項の間での見落としもしくは矛盾を修正するための変更がなされている。本

改訂は前事業年度にEUによって承認されている。 

 

当社の財政状態および業績に重要な影響を及ぼさないものと見込んでいる。 

 

 また、以下の既存基準の改訂がEUで承認されたが、当中間期は未適用である。  
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IAS第12号法人所得税の改訂：単一の取引から生じた資産および負債に係る繰延税金 

 

 本改訂は企業に、当初認識時に同額の将来加算一時差異および将来減算一時差異を生じさせるような取引において繰延

税金を認識することを要求している。本改訂は2023年１月１日以降に開始する事業年度から有効となり、早期適用が認め

られている。本改訂は当中間期にEUによって承認されている。 

 

 当社は、次事業年度からこれらの改訂を適用することを見込んでいる。当社で本改訂の影響を評価した結果、当社の財

政状態および業績に重要な影響を及ぼさないものと見込んでいる。 

 

2.3. 重要な会計上の判断、見積もりおよび仮定 

 

本中間財務書類の作成には、経営者による判断、見積もりおよび仮定が求められており、それらは収益、費用、資産お

よび負債の計上金額ならびに報告期間末現在の偶発債務の開示に影響を及ぼすことがある。こうした見積もりや仮定の不

確実性は、将来の資産または負債の帳簿価額に重要な影響を及ぼす可能性がある。 

 

本中間財務書類の作成に適用された重要な会計上の判断と見積もりは、前事業年度の年次財務書類の作成に適用された

ものから変更はない。 

 

2.4. 事業セグメントと季節性情報 

 

当社は商品とサービスの特性に基づいて事業活動を構築している。当社は資金調達活動という単一の事業セグメントし

か有していないため、本中間財務書類に表示されている総資産および純資産ならびに税引前利益／（損失）のすべては、

同セグメントから生じている。債券の大半は日本の投資家向けに発行されている。すべての借入金、貸付金および一部の

ミディアム・ターム・ノートに組み込まれたデリバティブを除くすべてのデリバティブは、野村グループとの間で取引さ

れている。当社の事業活動には、周期性はない。 

 

３．受取利息および支払利息 

 

トレーディング目的で保有するデリバティブおよび純損益を通じて公正価値で測定される金融商品に指定された金融負

債に分類されるものを除き、すべての金融商品に関する受取利息および支払利息は、実効金利法（以下「EIR」という。）

により受取利息および類似収益または支払利息および類似費用として認識されている。 

 

異なる通貨間の借入利率と貸出利率の間の金利ギャップ等、金利に関する市場環境の変化は純受取／（支払）利息の増

減の要因となる。 

 

受取利息および類似収益は関係会社および関連当事者への貸付金、および差入担保金から生じる利息収入で構成され

る。 
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４．予想信用損失 

 

以下の表は財務報告日におけるIFRS第９号金融商品における減損の要件に該当する当社の金融商品の信用リスクにかか

る 大のエクスポージャーと減損損失引当額を表している。貸借対照表に計上されない金融商品で、契約相手が倒産した

場合に当社が損失リスクにさらされるような金融商品についても開示されている。 

 

 

 2022年９月30日現在 

 
信用リスクにかかる 

大エクスポージャー 
 損失引当額 

 単位：百万円  単位：百万円 

 

現金および現金同等物 300 - 

その他の債権 2,066,745 406 

差入担保金（注記９） 178,421 - 

合計 2,245,466 406 

 

 2022年３月31日現在 

 
信用リスクにかかる 

大エクスポージャー 
 損失引当額 

 単位：百万円  単位：百万円 

 

現金および現金同等物 241 - 

その他の債権 2,163,323 256 

差入担保金（注記９） 120,416 - 

合計 2,283,980 256 

 

以下の表はIFRS第９号の減損要件の対象とならない金融資産についての信用リスクにかかる 大エクスポージャーにつ

いての分析を含んでいる。 

 

 2022年９月30日現在  2022年３月31日現在 

 帳簿価額  帳簿価額 

 単位：百万円  単位：百万円 

 

デリバティブ金融資産（注記８） 153,609 223,181 

受入担保金（注記13） - (60,610) 

 153,609 162,571 

 

 以下の表は内部の信用格付け別の貸付金に関する信用リスクにかかるエクスポージャーと会計期間末のステージ階層を

表している。内部格付けの分類は以下のようになされている。 

 

1) ７ノッチの 良信用格付：AAA から A- まで 

2) ３ノッチの優良信用格付：BBB+ から BBB- まで 

3) ３ノッチの投機的信用格付：BB+ から BB- まで 

4) ３ノッチの著しく投機的な信用格付：B+ から B- まで 

5) １ノッチの重要な信用リスクが存在する格付：CCC 

6) ３ノッチの倒産状態の格付：CC から D まで 
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内部格付けは、一年以上の中長期的な視点から債務者の信用力を評価するために、景気変動による影響を考慮に入れた

上で付与されている。内部信用格付けは、債務者や与信枠の基本的条件に加え、特に、中長期的な債務履行能力や債務履

行の確実性を評価した上で付与されている。 

 

  2022年９月30日現在 

  ステージ１  ステージ２  ステージ３  合計 

  単位：百万円  単位：百万円  単位：百万円  単位：百万円 

内部信用格付け      

AAA / A-  172,750  -  -  172,750 

BBB+ / BBB-  1,893,995  -  -  1,893,995 

BB+ / BB-  -  -  -  - 

B+ / B-  -  -  -  - 

CCC  -  -  -  - 

CC / D  -  -  -  - 

総帳簿価格  2,066,745  -  -  2,066,745 

損失引当金  (406) - - (406) 

帳簿価格  2,066,339  -  -  2,066,339 

 

  2022年３月31日現在 

  ステージ１  ステージ２  ステージ３  合計 

  単位：百万円  単位：百万円  単位：百万円  単位：百万円 

内部信用格付け      

AAA / A-  151,163  -  -  151,163 

BBB+ / BBB-  2,012,160  -  -  2,012,160 

BB+ / BB-  -  -  -  - 

B+ / B-  -  -  -  - 

CCC  -  -  -  - 

CC / D  -  -  -  - 

総帳簿価格  2,163,323  -  -  2,163,323 

損失引当金  (256) - - (256) 

帳簿価格  2,163,067  -  -  2,163,067 

 

 以下の表は会計期間期初と期末時点の間における、当社の金融商品に対する損失引当金の変動を示している。 

 

  2022年９月30日に終了した中間期 

  

関係会社へ 

の貸付金 

ステージ１ 

 

ローン・ 

コミットメント 

ステージ１ 

 合計 

  単位：百万円  単位：百万円  単位：百万円 

期首残高  219  37  256 

ステージ１への移動  -  -  - 

ステージ２への移動  -  -  - 

ステージ３への移動  -  -  - 

期中に消滅した金融資産  (169) (11) (180) 

新たに発生もしくは購入された金融資産  235  104  339 

償却  -  -  - 

モデル／リスクパラメータの変化  (19)  (3)  (22) 

外国為替による調整  8  5  13 

期末残高  274  132  406 
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 報告期間中にステージ２もしくはステージ３に分類された金融資産あるいはオフバランスシート金融資産はなかった。 

 

  2021年９月30日に終了した中間期 

  

関係会社へ 

の貸付金 

ステージ１ 

 

ローン・ 

コミットメント 

ステージ１ 

 合計 

  単位：百万円  単位：百万円  単位：百万円 

期首残高  110  1  111 

ステージ１への移動  -  -  - 

ステージ２への移動  -  -  - 

ステージ３への移動  -  -  - 

期中に消滅した金融資産  (110) (1) (111) 

新たに発生もしくは購入された金融資産  99  7  106 

償却  -  -  - 

モデル／リスクパラメータの変化  -  -  - 

外国為替による調整  -  -   - 

期末残高  99  7  106 

 

 報告期間中にステージ２もしくはステージ３に分類された金融資産あるいはオフバランスシート金融資産はなかった。 

 

  2022年３月31日に終了した事業年度 

  

関係会社へ 

の貸付金 

ステージ１ 

 

ローン・ 

コミットメント 

ステージ１ 

 合計 

  単位：百万円  単位：百万円  単位：百万円 

期首残高  110  1  111 

ステージ1への移動  -  -  - 

ステージ2への移動  -  -  - 

ステージ3への移動  -  -  - 

期中に消滅した金融資産  (110) (1) (111) 

新たに発生もしくは購入された金融資産  219  37  256 

償却  -  -  - 

モデル／リスクパラメータの変化  -  -  - 

外国為替による調整  -  -  - 

期末残高  219  37  256 

 

 報告期間中にステージ２もしくはステージ３に分類された金融資産あるいはオフバランスシート金融資産はなかった。 

 

５．純トレーディング利益／（損失） 

 

当社は外国為替の換算や金利の変動などから生ずるリスクをデリバティブを用いて管理している。これらの変動を相殺

するためにリスク管理目的で保有しているデリバティブから生じる利益および損失は、純トレーディング収益／（損失）

に含まれる。 

 

区分処理が適用され、組込デリバティブが公正価値で測定されている混合金融商品については、ヘッジ・デリバティブ

から生じる損益は、組込デリバティブに関する損益と相殺されている。区分処理されていない金融商品に関しては、ヘッ

ジ・デリバティブから生じる損益が、純トレーディング収益／（損失）で認識される損益の変動要因となる。 
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前年同期と比較した場合、当中間期の純トレーディング収益／（損失）の減少の大半は、純損益を通じて公正価値で測

定される金融商品に指定された金融負債に関連するヘッジ・デリバティブによるものである。この減少は、対応する純損

益を通じて公正価値で測定される金融商品に指定された金融負債に関する純利益／（損失）の増加によって部分的に相殺

されている（注記６を参照のこと。）。 

 

６．純損益を通じて公正価値で測定される金融商品に指定された金融負債に関する純利益／（損失） 

 

純損益を通じて公正価値で測定される金融商品に指定された金融負債に関連する支払利息、公正価値の変動および取引

費用から生ずる利益および損失は、純トレーディング収益／（損失）に含まれる為替換算調整による影響額を除き、純損

益を通じて公正価値で測定される金融商品に指定された金融負債に関する純利益／（損失）で認識されている（注記５を

参照のこと。）。 

 

純損益を通じて公正価値で測定される金融商品に指定された金融負債に関する純利益／（損失）の増加は、純損益を

通じて公正価値で測定される金融商品に指定された金融負債に紐づいたヘッジ・デリバティブから生じる純トレーディン

グ収益／（損失）（注記５を参照のこと。）の減少によって大半が相殺されている。 

 

７．一般管理費 

 

前年同期と比較した場合、当中間期の一般管理費の増加は、主に情報技術インフラサポートなどのサービス料金の減

少によるものである。 

 

８．デリバティブ金融商品 

 

 
2022年９月30日 

現在 
 

2022年３月31日 

現在 

 単位：百万円  単位：百万円 

プラスの公正価値    

外国為替関連デリバティブ 28,188  33,125 

金利関連デリバティブ 17,886  25,458 

株式関連デリバティブ 28,960  43,656 

コモディティ・デリバティブ 77,963  119,685 

クレジット・デリバティブ 612  1,257 

 153,609  223,181 

マイナスの公正価値    

外国為替関連デリバティブ 108,143  120,026 

金利関連デリバティブ 26,570  26,187 

株式関連デリバティブ 150,298  94,129 

コモディティ・デリバティブ 5,142  4,853 

クレジット・デリバティブ 8,210  4,235 

 298,363  249,430 

 

上記の表は、流動および非流動デリバティブ金融資産・負債を表している。 
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2022年９月30日 

現在 
 

2022年３月31日 

現在 

 単位：百万円  単位：百万円 

想定元本額    

外国為替関連デリバティブ 698,929  701,764 

金利関連デリバティブ 527,398  596,528 

株式関連デリバティブ 491,859  511,742 

コモディティ・デリバティブ 104,500  108,000 

クレジット・デリバティブ 177,649  187,316 

 2,000,335  2,105,350 

 

上記のすべての表には区分処理された組込デリバティブが含まれている。各デリバティブの分類には、複数のリスク要

素を参照するデリバティブが含まれている。たとえば金利関連には、金利リスクに加え外国為替リスクを参照する複合型

のデリバティブが含まれる。 

 

上記のすべては、区分処理された組込デリバティブを除き、野村グループとの取引である。 

 

当社ではミディアム・ターム・ノートポートフォリオの管理において、ヘッジを目的としてデリバティブを利用してい

る。これにより、当社は自社の資産および負債から生じる市場リスクと金利リスクを低減している。 

 

デリバティブの公正価値を算定する際には信用評価調整および負債評価調整が考慮される。当社は担保金を交換してい

るため信用評価調整および負債評価調整額は僅少である（注記９および注記13を参照のこと。）。 

 

９．その他の資産 

 

 2022年９月30日現在  2022年３月31日現在 

 単位：百万円  単位：百万円 

その他の非流動資産：     

施設及び設備  -  1 

 -  1 

 

 2022年９月30日現在  2022年３月31日現在 

 単位：百万円  単位：百万円 

その他の流動資産：     

担保金（注記４および17）  178,421  120,416 

その他  2,978  1,743 

 181,399  122,159 

 

当社は関連当事者との間で締結した国際スワップ・デリバティブズ協会（以下「ISDA」という。）制定の担保契約書に

基づき、デリバティブの取引相手方に対して、デリバティブ取引に関連した担保金を差し入れている。その他は主に未収

利息及びその他の未収収益が含まれている。 

 

10．支払配当金 

 

 当中間期に決定された、あるいは支払われた配当金はない（前年同期:配当金なし、前事業年度:配当金なし。）。 
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11．社債およびその他の借入金 

 

ａ．非流動負債に含まれる社債およびその他の借入金 

 

 

2022年９月30日に終了

した中間期 

 2021年９月30日に終了

した中間期 

 2022年３月31日に終了

した事業年度 

 単位：百万円  単位：百万円  単位：百万円 

期首残高 161,606 

 

242,203 

    

242,203 

発行 -  -   - 

償還 (23,985)  (17,904)  (29,460) 

流動負債への分類変更 (8,251)  (21,848)  (50,728) 

その他の変動 192  (338)  (409) 

期末残高 129,562  202,113  161,606 

 

ｂ．流動負債に含まれる社債およびその他の借入金 

 

 

2022年９月30日に終了

した中間期 

 2021年９月30日に終了

した中間期 

 2022年３月31日に終了

した事業年度 

 単位：百万円  単位：百万円  単位：百万円 

期首残高 

 

40,967 

  

12,534 

 

12,534 

発行 -  -  - 

償還 (15,346)  (8,751)  (20,397) 

非流動負債からの分類変更 8,251  21,848  50,728 

その他の変動 (6,452)  (400)  (1,898) 

期末残高 27,420  25,231  40,967 

 

上記の表中のその他の変動は、主に外国為替の変動により生じたものである。 

 

12．純損益を通じて公正価値で測定される金融商品に指定された金融負債 

 

ａ．純損益を通じて公正価値で測定される金融商品に指定された非流動金融負債 

 

 

2022年９月30日に終了

した中間期 

 2021年９月30日に終了

した中間期 

 2022年３月31日に終了

した事業年度 

 単位：百万円  単位：百万円  単位：百万円 

期首残高 721,494 

 

797,915 

 

797,915 

発行 55,687  188,355  322,935 

償還 (29,577)  (137,109)  (212,639) 

流動負債への組替 (114,837)  (74,595)  (158,307) 

外国為替の変動 15,561  917  10,207 

公正価値の変動 (38,595)  1,802  (36,572) 

自己クレジットリスクの変動 (2,061)  (1,867)  (2,297) 

その他の変動 (312)  (796)  252 

期末残高 607,360  774,622  721,494 
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ｂ．純損益を通じて公正価値で測定される金融商品に指定された流動金融負債 

 

 

2022年９月30日に終了

した中間期 
 

2021年９月30日に終了

した中間期 
 

2022年３月31日に終了

した事業年度 

 単位：百万円  単位：百万円  単位：百万円 
 

期首残高 

 

441,039 

  

536,694 

  

536,694 

発行 39,122  125,907  232,727 

償還 (145,602)  (327,667)  (516,118) 

流動負債への組替 114,837  74,595  158,307 

外国為替の変動 19,662 2,012  9,023 

公正価値の変動 (86,144) 2,909  19,532 

自己クレジットリスクの変動 422  (17) 308 

その他の変動 (154)  (119) 566 

期末残高 383,182  414,314  441,039 

 

純損益を通じて公正価値で測定される金融商品に指定された金融負債から生じ、その他の包括利益／（損失）に計上さ

れている当社の自己クレジットに起因する公正価値の変動による影響は、当中間期中において1,613百万円の未実現の利

益である（前年同期：1,907百万円の利益、前事業年度：1,989百万円の利益）。当中間期末日現在の自己クレジットにか

かる評価調整の累積額は16,464百万円の未実現の利益である（前事業年度末日現在：14,851百万円の利益）。当社はセカ

ンダリー・マーケットの価格を参照して自己のクレジットスプレッドを計算している。 

 

当社が発行する債券の契約上の償還額は、様々な指数に連動することがある。当社はリスク管理の目的で、指数の変動

から生じるリスクをヘッジするためにデリバティブ取引を利用している。注記15 「公正価値」に開示されているとお

り、契約上の債務は、報告日現在のパラメータとモデルを用いて金融商品の公正価値測定に含まれている。自己クレジッ

ト調整額は上記で個別に開示されている。 

 

元本保護債券は、当事業年度末日現在、帳簿価額が304,809百万円、元本債務が374,060百万円（前事業年度末日現在：

帳簿価額313,456百万円、元本債務374,989百万円）である。 

 

13．その他の負債 

 

 2022年９月30日現在  2022年３月31日現在 

 単位：百万円  単位：百万円 

受入担保金（注記17）  -  60,610 

その他  6,245  3,081 

 6,245  63,691 

 

当社は関連当事者との間で締結したISDA制定の担保契約書に基づき、デリバティブの取引相手から、デリバティブ取引

に関連した担保金を受け入れている。その他に含まれている主なものは未払利息およびその他の未払費用である。 

 

14．コミットメントおよび偶発債務 

 

当社は当中間期末日現在、野村グループに対する貸付契約の未実行残高として638,624百万円（前事業年度末日現在：

371,413百万円）の残高がある。未実行のローン・コミットメントは実行される時点までは財政状態計算書に計上されな

い。 
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15．公正価値 

 

金融資産および金融負債の公正価値 

 

金融商品の帳簿価額と公正価値の比較 

 

流動資産に含まれる金融資産および流動負債に含まれる金融負債のうち、関係会社からの借入金を含む償却原価で測定

されるものの帳簿価額は、短期であることから、公正価値と近似している。下記の表は、非流動資産に含まれる関係会社

および関連当事者への貸付金と、非流動負債に含まれる社債およびその他の借入金の帳簿価額と公正価値の比較である。 

 

 2022年９月30日現在 

 帳簿価額  公正価値 

   レベル２ レベル３ 

 単位：百万円  単位：百万円 単位：百万円 

 

関係会社および関連当事者への貸付金 259,062 259,798 - 

社債およびその他の借入金（注記11） 129,562 125,187 - 

 

 2022年３月31日現在 

 帳簿価額  公正価値 

   レベル２ レベル３ 

 単位：百万円  単位：百万円 単位：百万円 

 

関係会社および関連当事者への貸付金 247,880 247,957 - 

社債およびその他の借入金（注記11） 161,606 156,879 - 

 

償却原価で計上され、報告日から満期までの期間が一年超の金融資産に関しては、活発な市場から入手した主要な金利

を用いて計算された割引キャッシュ・フローに基づいて公正価値が決定される。当該貸付金の公正価値の決定にあたって

は、信用リスクおよび当該貸付金の弁済順位が考慮される。 

 

償却原価で計上され、報告日から満期までの期間が一年超の金融負債に関しては、報告日現在の相場価格に基づいて公

正価値が決定される。これらの価格は公正価値に有意な影響を及ぼすすべてのインプットが直接的または間接的に観察可

能であるような技法に基づく場合もあれば、観察可能な市場データに基づかないインプットを用いた技法に基づく場合も

ある。 

 

公正価値ヒエラルキー 

 

中間財務書類において公正価値が測定または開示されているすべての資産と負債は、個別取引全体として公正価値測定

に重要なもののうち、 も透明性が低いレベルのインプットに基づき、下記の公正価値ヒエラルキーに分類されている。

レベル１は も透明性の高いデータを有し、レベル３は も透明性の低いデータを有している。 

 

レベル１ 測定日現在の、同一の金融商品の（未調整の）取引価格を反映した観察可能な評価インプット 

レベル２ レベル１に含まれる取引価格以外の、直接的に、または、間接的に観察可能な評価インプット 

レベル３ 野村グループの仮定や特定のデータを反映する観察不能な評価インプット 

 

公正価値開示上、当社は、当該資産または負債の内容、特徴、リスクおよび、上記に説明している公正価値ヒエラルキ

ーに基づいて、資産および負債の分類を決定している。  
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継続的に財務書類で認識される資産および負債に関しては、当社は四半期毎に分類を再評価することにより、レベル間

の移転が生じたかどうかを判断している。 

 

市場で観察可能なデータの利用可能性は商品によって異なり、種々の要素の影響を受ける可能性がある。以下に限ら

ず、有意な要素には、特に商品がカスタマイズされたものである場合、市場における類似する商品の普及度、例えば新商

品であるかまたは比較的成熟しているかどうかというような市場での商品の様態といったもののほか、現在のデータが取

得できる頻度および量などの市場から得られる情報の信頼性などが含まれる。市場が著しく変動している期間は、利用可

能で観察可能なデータが減少する場合がある。そのような環境の下では、金融商品は公正価値評価の階層の下位レベルに

再分類される可能性がある。 

 

金融商品の分類を決定する際の重要な判断には、商品が取引される市場の性質、商品が内包するリスク、市場データの

種類と流動性、および類似した商品から観察された取引の性質が含まれる。 

 

評価モデルに市場においてあまり観察可能ではないデータあるいは観察不能なデータを使用する場合には、公正価値の

決定過程には当社の重要な判断が含まれる。そのため、レベル１やレベル２の金融商品に比べて、レベル３の金融商品の

評価にはより多くの判断が含まれる。また、新型コロナウイルス感染症拡大の影響下において、より多くの判断が含まれ

る。 

 

下記の表は、毎期経常的に公正価値で測定される金融資産および金融負債を、当社の評価手法に使用しているインプッ

トの透明性に基づき公正価値ヒエラルキーのレベルごとに分類表示したものである。 

 

 2022年９月30日現在  2022年３月31日現在 

 帳簿価額 レベル１ レベル２ レベル３  帳簿価額 レベル１ レベル２ レベル３ 

 
単位: 

百万円 

単位: 

百万円 

単位: 

百万円 

単位: 

百万円 
 

単位: 

百万円 

単位: 

百万円 

単位: 

百万円 

単位: 

百万円 

公正価値で測定される金融資産          

デリバティブ金融資産 153,609 - 134,786 18,823  223,181 - 192,230 30,951 

外国為替関連デリバティブ 28,188 - 23,484 4,704  33,125 - 23,563 9,562 

金利関連デリバティブ 17,886 - 4,777 13,109  25,458 - 6,431 19,027 

株式関連デリバティブ 28,960 - 28,249 711  43,656 - 41,597 2,059 

コモディティ・デリバティブ 77,963 - 77,963 -  119,685 - 119,685 - 

クレジット・デリバティブ 612 - 313 299  1,257 - 954 303 

 153,609 - 134,786 18,823  223,181 - 192,230 30,951 

          

 
 
 2022年９月30日現在  2022年３月31日現在 

 帳簿価額 レベル１ レベル２ レベル３  帳簿価額 レベル１ レベル２ レベル３ 

 
単位: 

百万円 

単位: 

百万円 

単位: 

百万円 

単位: 

百万円 
 

単位: 

百万円 

単位: 

百万円 

単位: 

百万円 

単位: 

百万円 

公正価値で測定される金融負債          

デリバティブ金融負債 298,363 - 265,403 32,960  249,430 - 211,803 37,627 

外国為替関連デリバティブ 108,143 - 103,607 4,536  120,026 - 111,065 8,961 

金利関連デリバティブ 26,570 - 8,650 17,920  26,187 - 5,292 20,895 

株式関連デリバティブ 150,298 - 139,936 10,362  94,129 - 86,484 7,645 

コモディティ・デリバティブ 5,142 - 5,142 -  4,853 - 4,853 - 

クレジット・デリバティブ 8,210 - 8,068 142  4,235 - 4,109 126 

純損益を通じて公正価値で測定される

金融商品に指定された金融負債 990,542 - 836,347 154,195 

 

1,162,533 - 876,348 286,185 

 1,288,905 - 1,101,750 187,155  1,411,963 - 1,088,151 323,812 
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レベル３の公正価値ヒエラルキーに分類された公正価値測定に関する照合 

 

以下の表は、当中間期および前年同期、前事業年度の期首残高と期末残高との間に生じた、レベル３に分類された金融

商品の公正価値のすべての変動について、その推移を示したものである。 

 

  2022年９月30日に終了した中間期 

  

デリバティブ 

金融資産 

デリバティブ 

金融負債 

純損益を通じて公正

価値で測定される金

融商品に指定された

金融負債 

  

  単位：百万円 単位：百万円 単位：百万円 

     

期首残高  30,951 37,627 286,185 

中間損益計算書および中間包括利益計算書に含ま

れている収益／（損失）の合計* 

 

(4,941) (94) (4,347) 

新規発行  - - 52,262 

決済額  (7,205) (1,983) (41,976) 

レベル３への移動  525 7,781 29,913 

レベル３からの移動  (507) (10,371) (167,842) 

期末残高  18,823 32,960 154,195 

    

報告期間末に保有されている金融商品に対する中

間損益計算書および中間包括利益計算書に含まれ

ている６ヶ月間の未実現利益／（損失）の合計 

 

307 

 

 

(5,231) 

 

 

 

3,890 

 
 
  2021年９月30日に終了した中間期 

  

デリバティブ 

金融資産 

デリバティブ 

金融負債 

純損益を通じて公正

価値で測定される金

融商品に指定された

金融負債 

  単位：百万円 単位：百万円 単位：百万円 

     

期首残高  39,121 41,051 403,732 

中間損益計算書および中間包括利益計算書に含ま

れている収益／（損失）の合計* 

 

(14,055) 6,460 13,755 

新規発行  - - 252,943 

決済額  11,439 (9,726) (205,091) 

レベル３への移動  (63) 2,312 28,141 

レベル３からの移動  (1,237) (773) (121,276) 

期末残高  35,205 39,324 372,204 

 

報告期間末に保有されている金融商品に対する中

間損益計算書および中間包括利益計算書に含まれ

ている６ヶ月間の未実現利益／（損失）の合計 

 

4,672 

 

 

 

(6,114) 104 
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  2022年３月31日に終了した事業年度 

  

デリバティブ 

金融資産 

デリバティブ 

金融負債 

純損益を通じて公正

価値で測定される金

融商品に指定された

金融負債 

  単位：百万円 単位：百万円 単位：百万円 

     

期首残高  39,121 41,051 403,732 

損益計算書および包括利益計算書に含まれている

期間の収益／（損失）の合計* 

 

11,406 (12,402) 15,473 

新規発行  - - 420,014 

決済額  (17,994) 16,647 (325,348) 

レベル３への移動  230 4,030 39,789 

レベル３からの移動  (1,812) (11,699) (267,475) 

期末残高  30,951 37,627 286,185 

 

報告期間末に保有されている金融商品に対する損

益計算書および包括利益計算書に含まれている期

間の未実現利益／（損失）の合計 

 

3,135 

 

 

 

(7,322) 

 

 

 

83 

 

   * 資産については、プラスの残高は利益を、マイナスの残高は損失を表している。負債については、プラスの残高は損失を、マイナスの

残高は利益を表している。 

 

上記の表中のデリバティブにかかる損益は、中間損益計算書中の純トレーディング収益／（損失）に含められている。

上記の表中の、純損益を通じて公正価値で測定される金融商品に指定された金融負債による損益の合計は、主に中間損益

計算書の純損益を通じて公正価値で測定される金融商品に指定された金融負債に関する純利益／（損失）に含められてい

る。 

 

当中間期および前年同期、前事業年度において、レベル１に認識された金融資産および金融負債はない。したがって、

レベル１とレベル２との間での移動は生じなかった。 

 

当社では、公正価値ヒエラルキーの中での金融商品のあるレベルから他のレベルへの移動は、すべて移動が発生した各

四半期期間の期首に起きたものとしている。したがって、上記に計上されている金額は移動が発生した各四半期期間の期

首時点の金融商品の公正価値を表している。 

 

主要な金融商品の評価手法 

 

デリバティブ： 

 

当社が保有しているものは、区分処理された組込デリバティブを含めて、店頭デリバティブのみである。こうした店頭

デリバティブは内部モデルを使用して公正価値を算定するが、この内部モデルでは市場取引価格のほか、市場に基づいた

インプットのモデルへの入力、市場清算取引に対するモデルの調整、ブローカー・ディーラーの相場価格、合理的な水準

で価格の透明性が認められる他の価格情報などといった、市場で観察される他の証拠を可能な限り用いている。評価手法

としては、単純な割引期待キャッシュ・フロー計算のほか、ブラックショールズ・モデルとモンテカルロ・シミュレーシ

ョンが使われている。有意なインプットすべてが市場の証拠で裏付けられる場合には、区分処理された組込デリバティブ

を含む店頭デリバティブは公正価値ヒエラルキーのレベル２に分類される。 
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相関係数、長期ボラティリティ等の有意な観察不能なインプットを用いてモデルを使って算定されるデリバティブは、

レベル３に分類される。当社でレベル３に分類されるデリバティブの例としては、金利関連のエキゾチック・デリバティ

ブ、外国為替関連のエキゾチック・デリバティブ、株式関連のエキゾチック・デリバティブ、金利リスクと外国為替リス

クと株式リスクを組み合わせたエキゾチック・デリバティブ、長期のデリバティブまたはエキゾチック・クレジット・デ

リバティブを含むその他の取引等がある。 

 

評価手法はパラメーターに依拠するが、こうしたパラメーターは、同等の取引が現状の市場で取引されていない、ある

いは市場データが得られないといったことにより、必ずしも市場で観察可能なものではない。このような評価手法は仮定

に基づいていることから、前提となる仮定が変更となった場合には、これらの評価手法を用いて算定された公正価値も変

わる可能性がある。 

 

当中間期では、合計で525百万円（前事業年度：230百万円）の金融資産および7,781百万円（前事業年度：4,030百万

円）の金融負債がレベル３へ移動した。金融資産側で移動した金額に含まれる主なものは、株式関連デリバティブの410

百万円（前事業年度：主として183百万円の株式関連デリバティブ）であり、一部のボラティリティや相関係数が観察不

能となった、または観察不能なパラメーターの重要度が増したことによりレベル３へ移動した。金融負債側で移動した金

額に含まれる主なものは、株式関連デリバティブの7,029百万円（前事業年度：主として3,727百万円の株式関連デリバテ

ィブ）であり、一部のボラティリティや相関係数が観察不能となった、または観察不能なパラメーターの重要度が増した

ことによりレベル３へ移動した。 

 

当中間期では、合計で507百万円（前事業年度：1,812百万円）の金融資産および10,371百万円（前事業年度：11,699

百万円）の金融負債がレベル３から移動した。金融資産側で移動した金額に含まれる主なものは、外国為替関連デリバテ

ィブの381百万円（前事業年度：主として1,274百万円の株式関連デリバティブ）であり、一部のボラティリティが観察可

能となった、または観察不能なパラメーターの重要度が低下したことによりレベル３から移動した。金融負債側で移動し

た金額に含まれる主なものは、株式関連デリバティブの10,166百万円（前事業年度：主として11,654百万円の株式関連デ

リバティブ）であり、一部のボラティリティや相関係数が観察可能となった、または観察不能なパラメーターの重要度が

低下したことによりレベル３から移動した。 

 

当社は、IFRS第13号第48項の例外規定を適用し、仲値に基づいて金融資産と金融負債の公正価値を測定している。組込

デリバティブが区分処理されている混合金融商品および純損益を通じて公正価値で測定される金融商品のエクスポージャ

ーは、ヘッジ・デリバティブによって相殺されている。 

 

ミディアム・ターム・ノート： 

 

当社はミディアム・ターム・ノートを発行しており、当該債券は投資家が受け取るリターンを単純な固定もしくは変動

金利から、株価、株価指数、コモディティの価格、外国為替レート、第三者機関による信用格付けやより複雑な金利等の

変数によって変動するリターンに変更させるような要素（すなわち、組込デリバティブ）を内包している。 

 

そのようなミディアム・ターム・ノートの時価は、かかるミディアム・ターム・ノートに内包されている要素によっ

て、利用可能な場合は活発な市場における同一の性質を持つ負債の相場価格、利用不可能な場合は、同一の性質を持つ負

債が資産として取引された時の相場価格、類似の負債もしくは類似の負債が資産として取引された時の相場価格、または

ディスカウント・キャッシュフロー評価手法（DCF法）とオプション・プライシング・モデルを組み合わせた内部モデル

などの評価手法を組み合わせて使用することにより決定される。負債性金融商品の公正価値評価のために使用される重要

なインプットにはイールドカーブ、期限前償還率、倒産可能性および損失度が含まれる。 
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評価プロセス 

 

当社は、公正価値ヒエラルキーでレベル３に分類される金融商品を含む、財務書類上に計上される金融商品のあらゆる

公正価値測定の適正性を確保するため、金融商品のリスクを負うトレーディング部門から独立した組織として、公正価値

測定の裁定または検証を行うための管理機能および支援機能を有する野村グループのガバナンス・フレームワークの中に

全面的に統合されている。 

 

評価方針および手続の定義、実行および管理している野村グループ内の部署は、以下のとおりである。 

 

・ 野村グループのリスク・マネジメント部門内のバリュエーション・モデル・バリデーション・グループが、収益責

任を負う部門から独立した立場で評価モデルをレビューし、モデルの妥当性や一貫性を評価している。モデル・レ

ビューにあたっては、評価の適切性や特定の商品の感応度など多くの要素を考慮している。評価モデルは定期的に

観察可能な市場価格との比較、代替可能なモデルとの比較、リスク・プロファイルの分析により市場に合うよう見

直される。 

・ 野村グループの財務部門内のアカウンティング・ポリシー・グループは、公正価値の決定に関連した意見書も含

め、野村グループの会計方針と手続を定めている。このグループは、アカウンティング・ポリシーのグローバルヘ

ッド、そして 終的に野村グループのCFOに報告を行っている。 

 

有意な観察不能なインプットおよび仮定に関する定量的情報 

 

下記の表は、レベル３金融商品に使用される有意な観察不能なインプットおよび仮定に関する情報を示している。これ

らの金融商品は、観察可能な評価インプット（つまりレベル２の評価インプット）も概して含んでいるが、これらの評価

インプットは下記の表には含まれていない。 

 

下記の表は、レベル３の金融資産および金融負債の公正価値測定に使用されている評価手法とインプットを示したもの

である。 
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 2022年９月30日現在 

の公正価値 

評価手法 

有意な観察不能な 

インプット 

インプットの 

評価範囲* 

単位：百万円 

 金融資産 金融負債 

外国為替関連デリバティブ 4,704 4,536 DCF／オプション 

モデル 

為替ボラティリティ(%) 13.27-13.68% 

金利関連デリバティブ 3,109 17,920 DCF／オプション 

モデル 

金利 

為替ボラティリティ(%) 

金利ボラティリティ(bp) 

相関係数(-1.0 to 1.0) 

0.55-4.23% 

10.28-17.12% 

42.09-87.59bp 

-0.25-0.98 

株式関連デリバティブ 711 10,362 DCF／オプション 

モデル 

配当利回り 

株式ボラティリティ(%) 

相関係数 (-1.0 to 1.0) 

0.00-7.87% 

16.66-111.22% 

-0.65-0.92 

クレジット・デリバティブ 299 142 DCF クレジットスプレッド(%) 

回収率(%) 

0.24-1.35% 

         35-35% 

純損益を通じて公正価値で測

定される金融商品に指定され

た金融負債 

- 154,195 DCF／オプション 

モデル 

金利デリバティブ 

金利 

為替ボラティリティ(%) 

金利ボラティリティ(bp) 

相関係数(-1.0 to 1.0) 

0.58-4.13% 

10.28-13.68% 

42.09-87.60bp 

-0.25–0.98 

    株式デリバティブ 

配当利回り(%) 

株式ボラティリティ(%) 

相関係数(-1.0 to 1.0) 

0.00-7.87% 

16.66-111.22% 

-0.65-0.92 

    クレジットデリバティブ 

クレジットスプレッド(%) 

回収率(%) 

 

0.24-1.35% 

         35–35% 

合計 18,883 187,155    
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 2022年３月31日現在 

の公正価値 

評価手法 

有意な観察不能な 

インプット 

インプットの 

評価範囲* 

単位：百万円 

 金融資産 金融負債 

外国為替関連デリバティブ 9,562 8,961 DCF／オプション 

モデル 

為替ボラティリティ(%) 13.22-13.93% 

金利関連デリバティブ 19,027 20,895 DCF／オプション 

モデル 

金利 

為替ボラティリティ(%) 

金利ボラティリティ(bp) 

相関係数 (-1.0 to 1.0) 

0.31-2.89% 

9.20-13.93% 

41.17-75.72bp 

-0.25-0.98 

株式関連デリバティブ 2,059 7,645 DCF／オプション 

モデル 

配当利回り 

株式ボラティリティ(%) 

相関係数 (-1.0 to 1.0) 

0.00-6.63% 

5.37-97.04% 

-0.71-0.93 

クレジット・デリバティブ 303 126 DCF クレジットスプレッド(%) 

回収率(%) 

0.24-1.39% 

         35-35% 

純損益を通じて公正価値で

測定される金融商品に指定

された金融負債 

- 286,185 DCF／オプション 

モデル 

金利デリバティブ 

金利 

為替ボラティリティ(%) 

金利ボラティリティ(bp) 

相関係数 (-1.0 to 1.0) 

0.31-2.89% 

9.20-13.93% 

41.17-75.72bp 

-0.25-0.98 

    株式デリバティブ 

配当利回り(%) 

株式ボラティリティ(%) 

相関係数 (-1.0 to 1.0) 

0.00-6.63% 

5.37-97.04% 

-0.71-0.93 

    クレジットデリバティブ 

クレジットスプレッド(%) 

回収率(%) 

 

0.24-1.39% 

35-35% 

合計 30,951 323,812    

 

   * 範囲に関する情報はパーセンテージおよび係数で示され、各種金融商品を評価するために使用される有意な観察不能な評価インプット

の 高値と 低値を示している。その範囲に大きな差があることは、必ずしも評価インプットに不確実性または主観性が拡大していること

を意味しておらず、主として当該金融商品そのものの特徴が異なることによる。 

 

観察不能なインプットの変動に対する公正価値の感応度 

 

レベル３に分類される金融商品の評価が、一般市場心理、信用、金利、外国為替、相関係数のみならずさまざまな要因

によって変動することを考慮すると、状況がさらに悪化した場合には現在の価値は引き続き減少する可能性がある。それ

とは逆に、状況が改善した場合には、レベル３のポートフォリオの価値の増加が見込まれることになる。ただし、経営者

はレベル３に分類される金融商品のポジションの純額に重大な影響を及ぼすことはないと考えている。 

 

当社はミディアム・ターム・ノートのエクスポージャーをヘッジするためにデリバティブ取引を行っているため、レベ

ル３のポートフォリオの価値の増減は、当社の損益に重大な影響を及ぼすものではない。ヘッジ・デリバティブ取引は、

負債性金融商品に組み込まれたデリバティブから生じるポジションを相殺し、当該金融商品に関連する観察不能なインプ

ットの変動に対する公正価値の感応度を限定的なものとしている。 

 

上記の表に記載されている各種金融商品に対し、当社が使用する有意な観察不能なインプットや仮定の変化が当該金融

商品の公正価値測定に影響を及ぼすことがある。観察不能なインプットとそのインプット間の相関関係の変動に対するレ

ベル３の公正価値測定の感応度は以下のとおりである。 
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デリバティブ － デリバティブの原資産から生じるリスクに関して当社のポジションがロングであれば、金利や信用ス

プレッドのようなデリバティブの原資産の個別の要素の大幅な上昇（低下）や、配当利回りの大幅な低下（上昇）によっ

て、公正価値測定は大幅に増加（減少）することになる。デリバティブの原資産から生じるリスクに関して当社のポジシ

ョンがショートである場合には、この変動による影響は当社が報告する公正価値測定に逆の影響を及ぼすことになる。 

 

オプション価値やリカバリーレートや相関係数に関して当社のポジションがロングであり、ボラティリティやリカバリ

ーレートや相関係数が大幅に上昇（低下）した場合には、通常、公正価値測定は大幅に増加（減少）することになる。当

社のオプション価値やリカバリーレートや相関係数のポジションがショートである場合には、これらの変動の影響は公正

価値測定に逆の影響を及ぼすことになる。 

 

純損益を通じて公正価値で測定される金融商品に指定された金融負債 － 純損益を通じて公正価値で測定される金融商

品に指定された金融負債にデリバティブが組み込まれている場合、その組込デリバティブは投資家への単純な固定または

変動金利のリターンを、株価もしくは株価指数、商品相場、為替レート、第三者の信用格付、またはより複雑な金利等の

変数に応じたリターンに変換する特徴をもっている。 

 

デリバティブ金融商品がこのような純損益を通じて公正価値で測定される金融商品に指定された金融負債の変動を相殺

するリスク管理目的で保有されていることを考慮すると、観察不能なインプットの変動に対する純損益を通じて公正価値

で測定される金融商品に指定された金融負債の公正価値の感応度はデリバティブのものとは反対の方向になると予想され

る。 

 

レベル３金融商品の有意な観察不能なインプット間には、予測可能な相関はない。 

 

当社がさらされているマーケットリスクが限定的であることを考慮すると、観察不能なインプットに対する損益および

株主持分の感応度は無視できる程度のものである。財政状態計算書において、合理的に代替可能な観察不能なインプット

が使用された場合のレベル３金融商品の公正価値に対する影響額は、当社の総資産と比較すれば重要なものではない。 

 

初日利益および損失 

 

金融商品の公正価値は、通常は取引価格（すなわち支払対価または受取対価の公正価値）である。ただし場合によって

は、当初の公正価値は、観察可能な市場データのみを用いる価格算定モデルか、条件変更やリパッケージがされていない

同一金融商品の観察可能な市場取引に基づいている。このような評価手法が使用された場合は、観察可能なインプットに

より公正価値が算定されるため、公正価値と取引価格との差額は、当初、中間損益計算書で認識されている。 

 

有意な観察不能なパラメーターを用いる評価手法が、当初の公正価値の算定に使用されることもある。この状況では、

取引価格とモデル評価の差額は、インプットが観察可能となった時点、または当該金融商品の認識が中止された時点で、

中間損益計算書で認識されている。 

 

有意な観察不能なパラメーターを用いる評価手法により算定されたことから生じる利益または損失は、当該パラメータ

ーが観察可能になるまで、あるいは当該金融商品の認識が中止されるまで、契約期間にわたって繰り延べられる。一方

で、当初認識後の公正価値の変動は損益として認識される。こうした金融商品から生じている損益として認識されていな

い公正価値の合計額は、当中間期末日現在、175百万円の利益（前年同期：237百万円の利益、前事業年度末日現在：193

百万円の利益）であった。 
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2022年９月30日に終了

した中間期 
 

2021年９月30日に終了

した中間期 
 

2022年３月31日に終了

した事業年度 

 単位：百万円  単位：百万円  単位：百万円 

期首残高 193  347  347 

新規取引 -  -  - 

当年度中に純損益に認識された金額 (18)  (110)  (154) 

期末残高 175  237  193 

 

16．金融資産と金融負債の相殺 

 

下記の表は、マスターネッティング契約や同種の契約の対象となる金融資産および金融負債の概要を示したものであ

る。 

 

 2022年９月30日現在 

 単位：百万円 

 

認識されてい

る金融資産／

負債の総額(1) 

財政状態 

計算書上相殺さ

れている総額 

財政状態 

計算書上に計上さ

れている金額 

財政状態計算書上 

相殺されていない関連金額  

 金融商品(2) 担保金(3) 純額 

デリバティブ金融資産 140,182 - 140,182 (140,182) - - 

関係会社および関連 

当事者への貸付金 98,934 - 98,934 (285) - 

 

98,649 

金融資産合計 239,116 - 239,116 (140,467) - 98,649 

デリバティブ金融負債 291,595 - 291,595 (140,467) (151,023) 105 

金融負債合計 291,595 - 291,595 (140,467) (151,023) 105 

 

 2022年３月31日現在 

 単位：百万円 

 

認識されてい

る金融資産／

負債の総額(1) 

財政状態 

計算書上相殺さ

れている総額 

財政状態 

計算書上に計上さ

れている金額 

財政状態計算書上 

相殺されていない関連金額  

 金融商品(2) 担保金(3) 純額 

デリバティブ金融資産 202,666 - 202,666 (121,363) (60,610) 20,693 

関係会社および関連 

当事者への貸付金 86,636 - 86,636 - - 86,636 

その他の資産 - - - - - - 

金融資産合計 289,302 - 289,302 (121,363) (60,610) 107,329 

デリバティブ金融負債 237,496 - 237,496 (121,363) (115,666) 467 

その他の負債 - - - - - - 

金融負債合計 237,496 - 237,496 (121,363) (115,666) 467 

 

(1) 区分処理された組込デリバティブは除外されているが、これは組込デリバティブがマスターネッティング契約や同種の契約の対象となって

いないためである。 

(2) これらは、貸借対照表上は相殺が認められていないが、取引相手方の債務不履行、支払不能もしくは倒産時には相殺する権利を当社が有し

ている金額を表している。 

(3) デリバティブのプラス時価に対して受け入れた担保金および、デリバティブのマイナスの時価に対して差し入れた担保金は、それぞれその

他の負債およびその他の資産に計上されている。 

 

当社はすべてのデリバティブ取引相手との間で、取引相手方の債務不履行、支払不能もしくは倒産時には相殺する権利

を当社が有することになるISDAのマスター契約を締結している。また当社は、取引相手方のうちの１社との間でマスター

ネッティング契約を締結したことにより、オンバランスシート取引およびオフバランスシート取引双方に関し、当該取引
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相手方の債務不履行時、支払不能もしくは倒産時には相殺する権利を有している。これらの契約によれば、同一の取引相

手との間の同一の原契約に関するグロスエクスポージャーに対し、その信用エクスポージャーを削減することになる。 

 

ネッティング契約は、通常、取引当事者同士で合意された原則的な条件を取り決めているマスターネッティング契約を

指す。マスターネッティング契約では、ネッティング額の算定原則、担保の種類、債務不履行や他の倒産事由の定義、債

務不履行の際の損害額や必要となる文書等に関して取り決められている。また、マスターネッティング契約は、取引当事

者間における取引のすべてもしくはできる限り多くの取引を契約下にすべく条件が定められている。こうして個々の取引

はマスターネッティング契約下における取引となり、取引当事者同士が互いに営業活動を行う際、この契約が単一の基本

契約となる。このようにして信用リスクを低減させることに加え、相殺条項を定めた単一契約の下で個別取引を行うこと

により、複数の法域または複数の契約にまたがる取引の決済リスクを低減することもできる。 

 

17．関連当事者 

 

本中間財務書類の他の箇所で開示されているように、当社が当中間期中に関連当事者との間で行った重要な取引は以下

のとおりである。 

 

ａ．親会社との取引 

 

ⅰ．当社はNHIとの間で金銭消費貸借契約を締結しており、当中間期の受取利息は4,730百万円であった（前年同

期：5,441百万円、前事業年度：10,491百万円）。当中間期末日現在、NHI向けの貸付金残高は1,419,800百万

円（前事業年度末日現在：1,613,500百万円）であり、残高はすべて無担保である。当中間期末日現在、NHI

に対する貸付契約の未実行残高は、218,300百万円である（前事業年度末日現在：209,700百万円）。当中間期

のNHIへの貸付金および貸付契約の未実行残高に関する減損損失は５百万円であった（前年同期:12百万円の

利得、前事業年度:12百万円の利得）。また、当中間期末日現在、NHIからの未収利息955百万円がその他の流

動資産(前事業年度末日現在:1,031百万円)に計上されている。 

 

ⅱ．当社は、当社の社債に対する保証人の１社であるNHIとディーラー契約を締結しており、計算対象期間におけ

る社債の平均発行残高に基づいて手数料を支払うことに合意している。当中間期に354百万円の保証料が支払

手数料等に計上されている（前年同期：361百万円、前事業年度：715百万円）。当中間期末日現在、NHIへの

未払保証料は354百万円（前事業年度末日現在：715百万円）である。 

 

ⅲ． 新の移転価格文書（期限を迎えたオランダの国内事前確認制度(APA)と同様の文書）に基づいて、当中間期

末日現在、当社およびNHIは支払い義務を負っていない（前事業年度：支払い義務なし。）。前中間期末日現

在、国内APAに関連して、110百万円がその他の営業利益／（損失）に計上されており、110百万円がその他の

流動資産に計上されている。 

 

ⅳ．当中間期に、NHIのITインフラストラクチャーのサポートおよびその他のサービスに関するサービス費用は、

35百万円（前年同期：201百万円、前事業年度：401百万円）であった。この費用は中間損益計算書の中の一

般管理費に計上されている。当中間期末日現在、NHIへの未払金40百万円（前事業年度末日現在：201百万

円）がその他の流動負債に計上されている。 

 

ｂ．執行取締役との取引 

 

当中間期末日現在、当社の執行取締役は２名であり、野村グループ内から派遣されている。当中間期において、

当社が負担した当該執行取締役への報酬はなかった（前年同期：なし、前事業年度：なし）。 
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ｃ．その他の関連当事者との取引 

 

ⅰ．当社はその他の関連当事者との間で金銭消費貸借契約を締結しており、当中間期の受取利息は7,133百万円

（前年同期：2,986百万円、前事業年度：6,165百万円）であった。当中間期末日現在、その他の関連当事者

への貸付金残高は、644,058百万円（前事業年度末日現在：548,187百万円）であった。残高はすべて無担保

である。当中間期末日現在、その他の関連当事者への貸付契約の未実行残高は、420,324百万円（前事業年度

末日現在：161,713百万円）であった。当中間期においてその他の関連当事者への貸付金および貸付契約の未

実行残高に関する減損損失は147百万円であった（前年同期：７百万円の減損損失、前事業年度：157百万円

の減損損失）。また、当中間期末日現在、その他の関連当事者からの未収利息1,931百万円がその他の流動資

産に計上されている(前事業年度末日現在:605百万円)。 

 

ⅱ．当社はその他の関連当事者との間で金銭消費貸借契約を締結している。かかる契約に関する当中間期の支払

利息は11,728百万円（前年同期：6,786百万円、前事業年度：13,080百万円）であった。当中間期末日現在、

その他の関連当事者に対する未払利息5,582百万円が、その他の流動負債に計上されている(前事業年度末日

現在:1,794百万円)。 

 

ⅲ．当社はISDA制定のマスター契約書に基づいて、その他の関連当事者とデリバティブ契約を締結している。当

中間期末日現在、その他の関連当事者との間のデリバティブ金融資産およびデリバティブ金融負債の残高

は、それぞれ140,182百万円および291,595百万円（前事業年度末日現在：デリバティブ金融資産202,666百万

円、デリバティブ金融負債237,496百万円）である。 

 

ⅳ．当中間期末日現在、流動性対策やマーケット・メーク業務の一環として、野村グループで保有している当社

の社債の発行残高は19,419百万円（前事業年度末日現在：16,036百万円）であり、そのうちの1,038百万円

（前事業年度末日現在：1,647百万円）は社債およびその他の借入金に分類されており、18,381百万円（前事

業年度末日現在：14,389 百万円）は純損益を通じて公正価値で測定される金融商品に指定された金融負債に

分類されている。 

 

ⅴ．当社は、当社の社債の保証人である野村グループの関連当事者１社とディーラー契約を締結しており、計算

対象期間における社債の平均発行残高に基づいて、保証料を支払うことに同意している。当中間期には、１

百万円の保証料が支払手数料等に計上されている（前年同期：１百万円、前事業年度：２百万円）。当中間期

末日現在、未払保証料１百万円が、その他の流動負債に計上されている（前事業年度末日現在：２百万円）。 

 

ⅵ．当社は、当中間期において、一部の関連当事者の人員によるサポートに係るサービスフィーを47百万円支払

っており、中間損益計算書の中の一般管理費に計上されている（前年同期：92百万円、前事業年度：191百万

円）。当中間期末日現在、一部の関連当事者に対するサービスフィーの未払額48百万円が、その他の流動負債

に計上されている（前事業年度末日現在：115百万円）。 

 

ⅶ．当社は、当中間期において、一部の関連当事者への業務運営サポートに係る手数料を48百万円受け取ってお

り、中間損益計算書の中のその他の営業利益／（損失）に計上されている（前年同期：46百万円、前事業年

度：91百万円）。当中間期末日現在、一部の関連当事者に対する手数料の未収金48百万円が、その他の流動負

債に計上されている（前事業年度末日現在：23百万円）。 
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ⅷ．当社は、デリバティブ取引や発生した利息に関連して、担保金の授受を取引相手方との間で行っている。当

社は当中間期において、担保金から１百万円の利息（前年同期：19百万円、前事業年度：23百万円）を受け

取っている。当社は当中間期において、担保金から16百万円の利息（前年同期：13百万円、前事業年度：28

百万円）を支払っている。 

 

18．後発事象 

 

 報告書日現在、当中間期の後に、本中間財務書類の注記の修正もしくは注記における開示が必要となるような事象は生

じていない。 

 

２【その他】 

 

(1) 後発事象 

 

 当社が2022年10月１日から2022年11月30日までの間にユーロ・ノート・プログラム（「第３ 事業の状況－４ 経営 

上の重要な契約等」を参照のこと。）に基づいて発行した社債残高は、円貨建債計20,339.55百万円、トルコ・リラ建債

計59.87百万トルコ・リラ、インド・ルピー建債計20.00百万インド・ルピー、メキシコ・ペソ建債計17.10百万メキシ

コ・ペソ、米ドル建債計12.02百万米ドルとなっている。 

 

(2) 訴訟 

 

重要な訴訟等はない。 

 

(3) 本国と日本における会計原則および会計慣行の主要な相違 

 

本書記載の中間財務書類の作成基礎であるIFRSについて、日本における会計処理の原則および手続ならびに中間財務

書類の表示方法（以下「日本の会計原則」という。）と比べ、次の相違が存在する。 

 

１．組込デリバティブの区分処理 

IFRS第９号では、デリバティブと金融負債が組み合わされた契約について、次の要件を全て満たす場合は、組

込デリバティブを主契約である金融負債と区分して会計処理しなければならない。 

・組込デリバティブの経済的特徴およびリスクが主契約の経済的特徴およびリスクと密接に関連していないこ

と 

・組込デリバティブと同一条件の独立の金融商品ならば、デリバティブの定義に該当すること 

・当該契約全体が、公正価値で測定して公正価値変動を純損益に認識するものではないこと 

他方、日本の会計原則では、デリバティブと金融資産または金融負債のいずれかが組み合わされた契約につい

て、次の要件を全て満たす場合は、原則として組込デリバティブを金融資産または金融負債と区分して会計処理

しなければならない。 

①組込デリバティブのリスクが現物の金融資産または金融負債に及ぶ可能性があること 

②組込デリバティブと同一条件の独立したデリバティブが、デリバティブの特徴を満たすこと 

③当該契約全体について、時価の変動による評価差額が当期の損益に反映されないこと 

ただし、日本の会計原則では、上記①または③を満たさない場合でも、管理上、組込デリバティブを区分して

いるときは、区分処理することができる。 
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２．金融資産または金融負債を公正価値で測定する指定（公正価値オプション） 

IFRS第９号では、金融資産または金融負債の当初認識時において、一定の要件を満たす場合には、当該金融資

産または金融負債を、純損益を通じて公正価値で測定するものとして取消不能の指定をすることが認められる。 

他方、日本の会計原則では、かかる指定は認められない。 

 

第７【外国為替相場の推移】 

 該当事項なし。 

 

第８【提出会社の参考情報】 

 2022年４月１日以降、本書提出日までの間において提出された書類および提出日は以下のとおりである。 

 

(1) 有価証券届出書の訂正届出書 

2022年４月27日 2021年８月19日提出の有価証券届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出 

(2) 有価証券届出書の訂正届出書 

2022年５月９日 2021年８月19日提出の有価証券届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出 

(3) 有価証券届出書の訂正届出書 

2022年５月20日 2021年８月19日提出の有価証券届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出 

(4) 有価証券届出書の訂正届出書 

2022年６月23日 2021年８月19日提出の有価証券届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出 

(5) 有価証券届出書の訂正届出書 

2022年６月27日 2021年８月19日提出の有価証券届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出 

(6) 有価証券届出書の訂正届出書 

2022年８月４日 2021年８月19日提出の有価証券届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出 

(7) 有価証券報告書およびその添付書類 

2022年８月15日 関東財務局長に提出 

(8) 有価証券届出書の訂正届出書およびその添付書類 

2022年８月16日 2021年８月19日提出の有価証券届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出 

(9) 有価証券届出書およびその添付書類 

2022年９月９日 関東財務局長に提出 

(10) 有価証券届出書の訂正届出書 

2022年11月４日 上記(９)記載の有価証券届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出 

(11) 有価証券届出書の訂正届出書 

2022年11月15日 上記(９)記載の有価証券届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出 
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

第１【保証会社情報】 

１【保証の対象となっている社債】 

 該当事項なし。 

 

２【継続開示会社たる保証会社に関する事項】 

 該当事項なし。 

 

３【継続開示会社に該当しない保証会社に関する事項】 

 該当事項なし。 

 

第２【保証会社以外の会社の情報】 

１【当該会社の情報の開示を必要とする理由】 

 当該会社は各本受益権（以下に定義する。）に保証を付すものではないが、各本受益権に係る受託有価証券である本

外国指標連動証券（以下に定義する。）には当該会社による保証が付されるため、当該会社の情報の開示を必要とす

る。 

 

２【継続開示会社たる当該会社に関する事項】 

 本外国指標連動証券に係る保証会社である野村ホールディングス株式会社は、継続開示会社である。 

 

（１）【当該会社が提出した書類】 

 

①【有価証券報告書及びその添付書類又は四半期報告書若しくは半期報告書】 

有価証券報告書およびその添付書類 

事業年度（第118期）（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日） 

2022年６月24日 関東財務局長に提出 

 

四半期報告書 

事業年度（第119期第２四半期）（自 2022年７月１日 至 2022年９月30日） 

2022年11月14日 関東財務局長に提出 

 

②【臨時報告書】 

該当事項なし。 

 

③【訂正報告書】 

該当事項なし。 

 

（２）【上記書類を縦覧に供している場所】 

 

名    称  所  在  地 

野村ホールディングス株式会社本店 

株式会社東京証券取引所 

株式会社名古屋証券取引所 

 東京都中央区日本橋一丁目13番１号 

東京都中央区日本橋兜町２番１号 

名古屋市中区栄三丁目８番20号 
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３【継続開示会社に該当しない当該会社に関する事項】 

 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】 

 

ハンセン指数・レバレッジインデックス、ハンセン指数・ショートインデックス、韓国総合株価指数200・レバレッジイ

ンデックスおよび韓国総合株価指数200（先物）・インバースインデックス（本項において、以下個別にまたは総称して

「本指数」という。） 

 

１ 理由 

 

(1) 当社の発行している有価証券 

(ⅰ) NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブル ETN 

(ⅱ) NEXT NOTES 香港ハンセン・ベア ETN 

(ⅲ) NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブル ETN 

(ⅳ) NEXT NOTES 韓国KOSPI・ベア ETN 

本項においては、上記(ⅰ)から(ⅳ)までの受益証券発行信託に係る受益権を個別にまたは総称して「本受益権」とい

う。また、各本受益権に係る信託の信託財産である受託有価証券を個別にまたは総称して「本外国指標連動証券」とい

う。 

 

(2) 各本受益権に係る受託有価証券である本外国指標連動証券は、償還額がそれぞれ本指数の水準により決定されるた

め、これらの指数についての開示を必要とする。 

 

２ 内容 

 

ハンセン指数 

ハンセン指数は、香港取引所のメインボードに上場している銘柄のうち、時価総額が大きく、流動性の高い銘柄で構成さ

れる指数である。ハンセン・インデックス・カンパニー・リミテッドは、構成銘柄数を2022年半ばまでに80銘柄に増や

し、 終的に100銘柄に固定することを目標としている。浮動株調整後の時価総額加重平均指数であり、1964年７月31日

を基準日とし、基準値は100として算出される。一方、ハンセン指数（配当込指数）は、1990年１月２日の指数値を

2,838.07ポイントとして計算されている。 

 

韓国総合株価指数200 

韓国総合株価指数200は、韓国証券取引所上場の主要200銘柄からなる浮動株調整後の時価総額加重平均指数である。1990

年１月３日を基準日とし、その日の基準値を100として算出される。 

 

韓国総合株価指数200（先物） 

韓国総合株価指数200（先物）は、韓国総合株価指数200先物市場に上場している直近限月の価格の値動きに連動した指数

である。2007年１月２日を基準日とし、その日の基準値を1,000として算出される。 

（※ロール時は直近限月と翌限月を加重平均、またロールオーバーコスト込み指数である。） 
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ハンセン指数・レバレッジインデックス、ハンセン指数・ショートインデックス、韓国総合株価指数200・レバレッジイ

ンデックス、韓国総合株価指数200（先物）・インバースインデックス 

ハンセン指数・レバレッジインデックスは、日々の騰落率をハンセン指数の騰落率の２倍として計算された指数で、2006

年１月３日の指数値を14,944.77ポイントとして計算されている。 

ハンセン指数・ショートインデックスは、日々の騰落率をハンセン指数（配当込指数）の騰落率の-１倍として計算され

た指数で、2006年１月３日の指数値を26,650.28ポイントとして計算されている。 

韓国総合株価指数200・レバレッジインデックスは、日々の騰落率を韓国総合株価指数200の騰落率の２倍として計算され

た指数で、2010年２月22日の指数値を217.81ポイントとして計算されている。 

韓国総合株価指数200（先物）・インバースインデックスは、日々の騰落率を韓国総合株価指数200（先物）の騰落率の-１

倍として計算された指数で、2009年９月16日の指数値を1,062.83ポイントとして計算されている。 

 

ハンセン指数・レバレッジインデックスの計算方法 

HSILI(T) = HSILI(T-1)×[1 + {K×(HSI(T)/HSI(T-1) - 1) - (K-1) ×(HIBOR/365) ×D(T,T-1) - K×(K-1) ×｜

(HSI(T)/HSI(T-1) - 1) ｜×Stamp Duty } ] 

 

HSILI(T): 指数計算時点(T)におけるハンセン指数・レバレッジインデックス値 

HSILI(T-1): 指数計算時点(T)の前日におけるハンセン指数・レバレッジインデックス終値 

K: 2 

D(T,T-1): TからT-1までの実日数 

HIBOR: 前日の午前11時（香港時間）頃におけるオーバーナイトHIBOR（％ 年率） 

HSI(T): 現在のハンセン指数値 

HSI(T-1): 前日のハンセン指数値 

Stamp Duty: 印紙税率 

※ハンセン指数・レバレッジインデックスが前日の終値と比較して、50％以上下落した場合は、指数の計算が停止され

る。 

 

ハンセン指数・ショートインデックスの計算方法 

HSISI(T) = HSISI(T-1)×[1 + {-K×(TRHSI(T)/TRHSI(T-1) - 1) + (K+1) ×(HIBOR/365) ×D(T,T-1) - K×(K+1) ×｜

(TRHSI(T)/TRHSI(T-1) - 1) ｜×Stamp Duty } ] 

 

HSISI(T): 指数計算時点(T)におけるハンセン指数・ショートインデックス値 

HSISI(T-1): 指数計算時点(T)の前日におけるハンセン指数・ショートインデックス終値 

K: 1 

D(T,T-1): TからT-1までの実日数 

HIBOR: 前日の午前11時（香港時間）頃におけるオーバーナイトHIBOR（％ 年率） 

TRHSI(T): 現在のハンセン指数値（配当込指数値） 

TRHSI(T-1): 前日のハンセン指数値（配当込指数値） 

Stamp Duty: 印紙税率 

※ハンセン指数・ショートインデックスが前日の終値と比較して、50％以上下落した場合は、指数の計算が停止される。 

 

韓国総合株価指数200・レバレッジインデックスの計算方法 

L(T) = L(T-1)×[1 + {K×(S(T)/S(T-1) - 1) - (K-1) ×(r/365) ×D(T,T-1) } ] 

 

L(T): 指数計算時点(T)における韓国総合株価指数200・レバレッジインデックス値 

L(T-1) : 指数計算時点(T)の前日における韓国総合株価指数200・レバレッジインデックス値 
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K: 2 

D(T,T-1): TからT-1までの実日数 

r: 91日満期CDの金利（％ 年率） 

S(T): 現在の韓国総合株価指数200指数値 

S(T-1): 前日の韓国総合株価指数200指数終値 

 

韓国総合株価指数200（先物）・インバースインデックスの計算方法 

I(T) = I(T-1)×[1 + {K×(F(T)/F(T-1) - 1) + (1 - ｜K｜× M) ×(r/365) ×D(T,T-1) } ] 

 

I(T): 指数計算時点(T)における韓国総合株価指数200（先物）・インバースインデックス値 

I(T-1) : 指数計算時点(T)の前日における韓国総合株価指数200（先物）・インバースインデックス値 

K: -1 

M: 先物マージン・レート 

D(T,T-1): TからT-1までの実日数 

r: 91日満期CDの金利（％ 年率） 

F(T): 現在の韓国総合株価指数200（先物）指数値 

F(T-1): 前日の韓国総合株価指数200（先物）指数終値 

 

レバレッジ指数の値動きについて 

レバレッジ指数は、日々の騰落率が元の指数の騰落率の２倍として計算された指数である。したがって、以下の例に示す

ように、レバレッジ指数の騰落率と元の指数の騰落率とは、２日以上離れた日との比較においては、一般に「２倍」とな

らないので、十分留意すべきである。 

 

＜１＞ ハンセン指数が、１日目「下落」、２日目「上昇」の場合 
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＜２＞ ハンセン指数が、１日目「上昇」、２日目「下落」の場合 

 

 

 

 

 

＜３＞ ハンセン指数が、１日目「上昇」、２日目「上昇」の場合 

 

 

 

 

 

＜４＞ ハンセン指数が、１日目「下落」、２日目「下落」の場合 
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※これらの例示は、ハンセン指数の値動きとハンセン指数・レバレッジインデックスの値動きの関係を説明するための計

算例であり、実際の値動きを示したものではない。 

実際の本受益権の基準価額および本外国指標連動証券の償還価額は、管理費用等のコスト負担や追加設定・一部解約の影

響などにより、運用目標が完全に達成できるとは限らない。 

また、本受益権の市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まるため、本受益権の基準価額および

本外国指標連動証券の償還価額の値動きとは必ずしも一致するものではない。 

 

インバース（ショート）指数の値動きについて 

インバース（ショート）指数は、日々の騰落率が元の指数の騰落率の－１（マイナス１）倍として計算された指数であ

る。したがって、以下の例に示すように、インバース（ショート）指数の騰落率と元の指数の騰落率とは、２日以上離れ

た日との比較においては、一般に「－１倍」とならないので、十分留意すべきである。 

 

＜５＞ ハンセン指数（配当込指数）が、１日目「下落」、２日目「上昇」の場合 

 

 

 

 

 

＜６＞ ハンセン指数（配当込指数）が、１日目「上昇」、２日目「下落」の場合 
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＜７＞ ハンセン指数（配当込指数）が、１日目「上昇」、２日目「上昇」の場合 

 

 

 

 

 

＜８＞ ハンセン指数（配当込指数）が、１日目「下落」、２日目「下落」の場合 

 

 

 

 

 

※これらの例示は、ハンセン指数（配当込指数）の値動きとハンセン指数・ショートインデックスの値動きの関係を説明

するための計算例であり、実際の値動きを示したものではない。 

実際の本受益権の基準価額および本外国指標連動証券の償還価額は、管理費用等のコスト負担や追加設定・一部解約の影

響などにより、運用目標が完全に達成できるとは限らない。 

また、本受益権の市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まるため、本受益権の基準価額および

本外国指標連動証券の償還価額の値動きとは必ずしも一致するものではない。 
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日経・JPX金レバレッジ指数、日経・JPX金インバース指数、日経・JPX原油レバレッジ指数および日経・JPX原油インバー

ス指数（本項において、以下個別にまたは総称して「本指数」という。） 

 

１ 理由 

 

(1) 当社の発行している有価証券 

(ⅰ) NEXT NOTES 金先物 ダブル・ブル ETN 

(ⅱ) NEXT NOTES 金先物 ベア ETN 

(ⅲ) NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN 

(ⅳ) NEXT NOTES ドバイ原油先物 ベア ETN 

本項においては、上記(ⅰ)から(ⅳ)までの受益証券発行信託に係る受益権を個別にまたは総称して「本受益権」とい

う。また、各本受益権に係る信託の信託財産である受託有価証券を個別にまたは総称して「本外国指標連動証券」とい

う。 

 

(2) 各本受益権に係る受託有価証券である本外国指標連動証券は、償還額がそれぞれ上記の本指数の水準により決定され

るため、これらの指数についての開示を必要とする。 

 

２ 内容 

 

日経・JPX金指数 

日経・JPX原油指数 

日経・JPX金指数と日経・JPX原油指数は、日経・JPXサブ商品指数（※１）として、算出される指数である。 

日経・JPX金指数の構成銘柄は金のみ、また日経・JPX原油指数の構成銘柄は原油のみであり、「中心限月を対象限月とす

る」、「月初第５取引日から第９取引日までの５取引日間で５分の１ずつ５番限月から６番限月へ限月切り替えを行う（※

ただし、貴金属市場およびアルミニウム市場の偶数限月の商品については、奇数月のみ限月の切り替えを行う。）」指数で

ある。 

日経・JPXサブ商品指数は、帳入値段（※２）にて、１日１回算出・公表される。 

 

※１. 日経・JPXサブ商品指数とは、市場ごとまたは商品ごとのベンチマークとなることを目指し、基本的に日経・JPX商

品指数（Nikkei-JPX Commodity Index）（※３）と同様の計算方法に基づく指数である。 

 

※２. 大阪取引所が取り扱う各構成銘柄においては、「帳入値段」は「清算値段」を意味する。 

 

※３. 「日経・JPX商品指数」は、2002年５月31日を基準日として（同日の帳入値段に基づく指数値を100.00とする）、構

成銘柄ごとの配分比率に当該銘柄の価格騰落率を乗じ、それを全銘柄分合計して算出される。 

「日経・JPX商品指数」は、当初「東京工業品取引所商品指数」として2006年７月24日より公表を開始し、その後、名称

を2009年４月１日算出分から「日経・東工取商品指数」に変更し、2013年２月12日付で「日経・東商取商品指数」に変更

し、2020年７月27日付で「日経・JPX商品指数」に変更したものである。 

 

日経・JPX金レバレッジ指数 

日経・JPX原油レバレッジ指数 

日経・JPX金レバレッジ指数は、日経・JPX金指数を原指数として、原指数の１日の変化率（前日清算値段ベースの原指数

値と当日清算値段ベースの原指数値とを比較して算出）を２倍したものを、前日の指数値に乗じて算出される。 

日経・JPX原油レバレッジ指数は、日経・JPX原油指数を原指数として、原指数の１日の変化率（前日帳入値段ベースの原

指数値と当日帳入値段ベースの原指数値とを比較して算出）を２倍したものを、前日の指数値に乗じて算出される。 

日経・JPX金レバレッジ指数および日経・JPX原油レバレッジ指数は2012年12月３日以降、2009年12月30日の値を
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10,000.00とし、１日１回、大阪取引所の商品関連市場デリバティブ取引および東京商品取引所の商品先物取引の日中立

会終了後に算出される。 

 

日経・JPX金インバース指数 

日経・JPX原油インバース指数 

日経・JPX金インバース指数は、日経・JPX金指数を原指数として、原指数の１日の変化率（前日清算値段ベースの原指数

値と当日清算値段ベースの原指数値とを比較して算出）の逆の変化率を、前日の指数値に乗じて算出される。 

日経・JPX原油インバース指数は、日経・JPX原油指数を原指数として、原指数の１日の変化率（前日帳入値段ベースの原

指数値と当日帳入値段ベースの原指数値とを比較して算出）の逆の変化率を、前日の指数値に乗じて算出される。 

日経・JPX金インバース指数および日経・JPX原油インバース指数は2012年12月３日以降、2009年12月30日の値を

10,000.00とし、１日１回、大阪取引所の商品関連市場デリバティブ取引および東京商品取引所の商品先物取引の日中立

会終了後に算出される。 

 

日経・JPXレバレッジ指数（日経・JPX金レバレッジ指数、日経・JPX原油レバレッジ指数）の計算方法 

日経・JPXレバレッジ指数は、以下の算式に従って算出される。 

（日経・JPX商品指数および各日経・JPXサブ商品指数のレバレッジ指数（日経・JPX金レバレッジ指数、日経・JPX原油レ

バレッジ指数を含む）を総称して、「日経・JPXレバレッジ指数」という。） 

 

Lev.Index t.d＝Lev.Index s. d-1×max[{1＋2×((Index t.d / Index s. d-1)－1)}, 0.1] 

 

ただし、 

Lev.Index t.d： d日の時点tにおける原指数の直近値より算出した日経・JPXレバレッジ指数 

Lev.Index s. d-1： d-１日における帳入値段（※）に基づく原指数値より算出した日経・JPXレバレッジ指数 

Index t.d： d日の時点tにおける原指数の直近値 

なお、Index t.dは、日中立会終了後の帳入値段確定時は帳入値段に基づく原指数値を用いる。 

Index s. d-1： d-１日における帳入値段に基づく原指数値 

※大阪取引所が取り扱う各構成銘柄においては、「帳入値段」は「清算値段」を意味する。 

 

日経・JPXインバース指数（日経・JPX金インバース指数、日経・JPX原油インバース指数）の計算方法 

日経・JPXインバース指数は、以下の算式に従って算出される。 

（日経・JPX商品指数および各日経・JPXサブ商品指数のインバース指数（日経・JPX金インバース指数、日経・JPX原油イ

ンバース指数を含む）を総称して、「日経・JPXインバース指数」という。） 

 

Inv.Index t.d＝Inv.Index s. d-1×max[{1－1×((Index t.d / Index s. d-1)－1)}, 0.1] 

 

ただし、 

Inv.Index t.d： d日の時点tにおける原指数の直近値より算出した日経・JPXインバース指数 

Inv.Index s. d-1： d-１日における帳入値段に基づく原指数値より算出した日経・JPXインバース指数 

Index t.d： d日の時点tにおける原指数の直近値 

なお、Index t.dは、日中立会終了後の帳入値段確定時は帳入値段に基づく原指数値を用いる。 

Index s. d-1： d-１日における帳入値段に基づく原指数値 
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日経・JPXレバレッジ指数の値動きについて 

日経・JPXレバレッジ指数は、日々の騰落率が原指数の騰落率の２倍として計算された指数である。したがって、以下の

例に示すように、日経・JPXレバレッジ指数の騰落率と原指数の騰落率とは、２日以上離れた日との比較においては、一

般に「２倍」とならないので、十分留意する必要がある。 

 

＜１＞ 日経・JPX原油指数が、１日目「下落」、２日目「上昇」の場合 

 

 

 

＜２＞ 日経・JPX原油指数が、１日目「上昇」、２日目「下落」の場合 
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＜３＞ 日経・JPX原油指数が、１日目「上昇」、２日目「上昇」の場合 

 

 

 

＜４＞ 日経・JPX原油指数が、１日目「下落」、２日目「下落」の場合 

 

 

 

※これらの例示は、日経・JPX原油指数の値動きと日経・JPX原油レバレッジ指数の値動きの関係を説明するための計算例

であり、実際の値動きを示したものではない。 

実際の本受益権の基準価額および本外国指標連動証券の償還価額は、管理費用等のコスト負担や追加設定・一部解約に影

響されるため、運用目標が完全に達成できるとは限らない。 

また、本受益権の市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まるため、本受益権の基準価額および

本外国指標連動証券の償還価額の値動きとは必ずしも一致するものではない。 

 

日経・JPXインバース指数の値動きについて 

日経・JPXインバース指数は、日々の騰落率が原指数の騰落率の－１（マイナス１）倍として計算された指数である。し

たがって、以下の例に示すように、日経・JPXインバース指数の騰落率と原指数の騰落率とは、２日以上離れた日との比

較においては、一般に「－１倍」とならないので、十分留意する必要がある。 
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＜５＞ 日経・JPX原油指数が、１日目「下落」、２日目「上昇」の場合 

 

 

 

＜６＞ 日経・JPX原油指数が、１日目「上昇」、２日目「下落」の場合 

 

 

 

＜７＞ 日経・JPX原油指数が、１日目「上昇」、２日目「上昇」の場合 
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＜８＞ 日経・JPX原油指数が、１日目「下落」、２日目「下落」の場合 

 

 

 

※これらの例示は、日経・JPX原油指数の値動きと日経・JPX原油インバース指数の値動きの関係を説明するための計算例

であり、実際の値動きを示したものではない。 

実際の本受益権の基準価額および本外国指標連動証券の償還価額は、管理費用等のコスト負担や追加設定・一部解約に影

響されるため、運用目標が完全に達成できるとは限らない。 

また、本受益権の市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まるため、本受益権の基準価額および

本外国指標連動証券の償還価額の値動きとは必ずしも一致するものではない。 

 

 

ダウ・ジョーンズ工業株価平均 レバレッジ（２倍）・インデックス（円ヘッジ・プライスリターン）、ダウ・ジョーンズ

工業株価平均 インバース（－１倍）・インデックス（円ヘッジ・トータルリターン）および東証マザーズ指数（本項にお

いて、以下個別にまたは総称して「本指数」という。） 

 

１ 理由 

 

(1) 当社の発行している有価証券 

(ⅰ) NEXT NOTES NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジ ETN 

(ⅱ) NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジ ETN 

(ⅲ) NEXT NOTES 東証マザーズ ETN 

本項においては、上記(ⅰ)から(ⅲ)までの受益証券発行信託に係る受益権を個別にまたは総称して「本受益権」とい

う。また、各本受益権に係る信託の信託財産である受託有価証券を個別にまたは総称して「本外国指標連動証券」とい

う。 

 

(2) 各本受益権に係る受託有価証券である本外国指標連動証券は、償還額がそれぞれ本指数の水準により決定されるた

め、これらの指数についての開示を必要とする。 

 

２ 内容 

 

ダウ・ジョーンズ工業株価平均™（Dow Jones Industrial Average™ - DJIA-） 

1896年に誕生したこの指数はダウ®の名称でも呼ばれており、米国を代表する優良企業30銘柄の株価加重指数である。こ

の指数は、輸送株および公共株を除く全ての業種をカバーしている（輸送株および公共株については、ダウ・ジョーンズ 

輸送株価平均™およびダウ・ジョーンズ 公共株価平均™でカバーされている）。銘柄選択は定量的なルールに従ったもので
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はないが、採用銘柄は主として、企業の評判が高く、持続的な成長を達成し、多くの投資家が高い関心を示すものに限ら

れている。また、銘柄選択においては指数内で適切なセクター配分を維持できることも考慮されている。 

 

指数の計算 

この指数は、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスの全ての株価指数において使用される除数メソドロジーに従って計算

される。 

この指数が 初に構築されたときには、指数の価値は単純に構成銘柄の株価を合計し、構成銘柄の数で除することにより

計算された。今日では、除数を調整することで、株式分割やその他の構成銘柄変更の影響を抑え、指数の連続性を維持し

ている。 

 

構成銘柄の選出方法 

ウォール・ストリート・ジャーナルの編集担当者たちが、構成する銘柄を選出する。工業（industrial）という意味に対

しては広範な考えを持ち、鉄道と公共事業以外の会社であれば、全ての会社が対象となる。（ダウ・ジョーンズ平均株価

には工業株の他に鉄道株、公共株の指数がある。）ダウ平均に加える新しい企業の選出にあたっては膨大な数の企業の中

から、企業の継続的な成長性や投資家たちの関心を考慮に入れて選出する。ただし、指数の連続性を維持するため、構成

銘柄の変更は稀であり、通常は構成銘柄の企業のコア・ビジネスにおいて買収やその他の重大な変化があった場合に構成

銘柄が変更される。そうしたイベントにより、一つの銘柄を入れ替える必要が生じた場合、指数全体が審査されて、その

結果、いくつかの構成銘柄の変更が同時に行われることもある。 

 

ダウ・ジョーンズ工業株価平均 レバレッジ(２倍)・インデックス(円ヘッジ) 

ダウ・ジョーンズ工業株価平均 インバース(－１倍)・インデックス(円ヘッジ) 

ダウ・ジョーンズ工業株価平均 レバレッジ(２倍)・インデックス(円ヘッジ)およびダウ・ジョーンズ工業株価平均 イン

バース(－１倍)・インデックス(円ヘッジ)では、標準的な方法を適用することにより、為替リスクのヘッジを行い、ダ

ウ・ジョーンズ工業株価平均に対するレバレッジもしくはインバース・エクスポージャーを提供する。 

 

為替ヘッジ指数 

S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスの標準為替ヘッジ指数は、１ヶ月ごとにロールオーバーされる先渡取引を利用し、

期初におけるバランスをヘッジすることで計算される。ヘッジされる額は毎月調整される。 

 

毎月の為替ヘッジ指数の計算 

m = 計算における月、０、１、２などの数字で示される。 

SPI_EHm = m月の末におけるS&Pダウ・ジョーンズ・インデックスの為替ヘッジ指数の水準 

SPI_EHm-1 = 前月(m-1)末におけるS&Pダウ・ジョーンズ・インデックスの為替ヘッジ指数の水準 

SPI_Em = m月の末におけるS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスの指数の水準（外貨建て） 

SPI_Em-1 = 前月(m-1)末におけるS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスの指数の水準（外貨建て） 

SPI_ELm-1 = 前月(m-1)末におけるS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスの指数の水準（現地通貨建て） 

HRm = m月におけるヘッジ・リターン（％） 

Sm = m月の末における現地通貨に対する外貨のスポット・レート（FC/LC） 

Fm = m月の末における現地通貨に対する外貨の先渡レート（FC/LC） 

 

m = 1 の月の末において 

 

SPI_EH1 = SPI_EH0 ×（SPI_E1 /SPI_E0 ＋ HR1） 
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m月の末において 

 

SPI_EHm = SPI_EHm-1 ×（SPI_Em /SPI_Em-1 ＋ HRm） 

 

月次の為替ヘッジ指数のヘッジ・リターンは： 

 

HRm = (Sm-1/ Fm-1)-(Sm-1/ Sm) 

 

日次のリターンはスポット価格と先渡価格の間で内挿することにより計算される。 

各m月について、d=1,2,3,・・・Dの暦日がある。 

mdはm月におけるd日であり、m0はm-1月における 終日である。 

F_Imd = m月のd日時点における内挿された先渡レート 

 

F_Imd = Smd + (D-d)/D ×(Fmd - Smd) 

 

m月のd日において 

 

SPI_EHmd = SPI_EHm0 ×（SPI_Emd /SPI_Em0 ＋ HRmd） 

 

月次の為替ヘッジ指数のヘッジ・リターンは： 

 

HRm = (Sm０/ Fm０)-(Sm０/ F_Imd) 

 

レバレッジ指数の計算方法 

S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスのレバレッジ指数は、対象指数の複数倍のリターンを生み出すように設計されてお

り、投資家はキャッシュ・ポジションを超えたエクスポージャーを得るために資金を借り入れる。アプローチとしては、

まず対象指数を計算し、その次にレバレッジ指数の日次リターンを計算し、 後に、日次リターンにより前回の価値を増

加させることにより、レバレッジ指数の現在の価値を計算する。 

レバレッジ指数の日次リターンは２つの部分から構成される：（１）対象指数のトータル・ポジションのリターンから、

（２）レバレッジのための借入コストを減じる： 

 

レバレッジ指数の数式は以下のようになる： 

 

レバレッジ指数のリターン＝K×[対象指数(t)/対象指数(t-1) -1]-(K-1)×（借入金利/360）×D(t,t-1) 

 

上記の式で、借入金利がレバレッジ指数に適用されている。これは、借入資金を表す。これを踏まえ、時間tにおけるレ

バレッジ指数価値は以下のように計算される： 

 

レバレッジ指数の価値(t)＝（レバレッジ指数の価値(t-1)）×（1＋レバレッジ指数のリターン） 

 

指数リターンの数式を指数価値の数式に代入し、指数価値の数式の右辺を拡大させると以下のようになる： 

 

レバレッジ指数の価値(t)＝（レバレッジ指数の価値(t-1)） 

×[1 + [K×[対象指数(t)/対象指数(t-1) - 1] - (K-1)×（借入金利/360）×D(t,t-1)] ] 
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K = レバレッジ・レシオ 

K = 2, エクスポージャー = 200％ 

 

借入金利 = ３ヶ月日本円TIBOR(TI0003M) 

Dt, t-1 = t とt-1 の日付の間の暦日数 

 

ダウ・ジョーンズ工業株価平均 レバレッジ(２倍)・インデックス(円ヘッジ)(DJIA2LJP)は、ダウ・ジョーンズ工業株価

平均（プライス・リターン、円ヘッジ）(DJIHJP)の２倍のレバレッジがかかっており、DJIA2LJPの数式は以下のようにな

る。 

 

DJIA2LJP(t)= 

DJIA2LJP(t-1)×[1+[2×[DJIHJP(t)/ DJIHJP(t-1)-1]-(2-1)×[TI0003M/360]×D(t,t-1)] ] 

 

インバース指数の計算方法 

S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスのインバース指数は、対象指数のショート・ポジションを保有することにより、対

象指数と反対のパフォーマンスを提供するように設計されている。投資家がショート・ポジションを保有する場合、借株

の配当と金利を支払う必要がある。指数の計算はレバレッジ指数と同様の一般的なアプローチに従っており、いくつか調

整が行われる：第一に、対象指数のリターンはプラスマイナスが逆となり、対象指数のトータル・リターンに基づくもの

となるため、配当や価格の動きが含まれる。第二に、借株コストは含まれないが、初期投資から得られる金利と、対象指

数の証券の空売りから生じる収益から得られる金利を反映するために調整が行われる。こうした前提は業界における通常

の慣習を反映している。（借株コストを含めるため、或いは空売りによる収益から得られる金利や初期投資から得られる

金利を除外するため、単純な調整を行うことができる。） 

 

インバース指数のリターンを計算するための一般的な数式は： 

 

インバース指数のリターン＝ 

-K×[対象指数のトータルリターン(t)/対象指数のトータルリターン(t-1) - 1] 

 + (K+1)×(貸出金利/360)×D(t,t-1) 

 

ここで、右辺の 初の項は対象指数のトータル・リターンを示し、右辺の２つ目の項は初期投資から得られる金利および

空売りによる収益から得られる金利を示している。 

 

時間tにおけるインバース指数価値は以下のように計算される： 

インバース指数の価値(t) ＝（インバース指数の価値(t-1)）×（1＋インバース指数のリターン） 

 

指数リターンの数式を指数価値の数式に代入し、指数価値の数式の右辺を拡大させると以下のようになる： 

インバース指数の価値(t) ＝（インバース指数の価値(t-1)） 

×[1-[K×[対象指数のトータルリターン(t)/ 対象指数のトータルリターン(t-1) -1] 

-(K+1)×(貸出金利/360)×D(t,t-1)] ] 

 

K = レバレッジ・レシオ 

K = 1, エクスポージャー = 100％ 

 

貸出金利 = ３ヶ月日本円TIBOR(TI0003M) 

Dt, t-1 = t とt-1 の日付の間の暦日数  
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ダウ・ジョーンズ工業株価平均 インバース(－１倍)・インデックス(円ヘッジ)(DJIAIJT)は、ダウ・ジョーンズ工業株価

平均（トータル・リターン、円ヘッジ）(DJIHJT)のインバース・バージョンである。DJIAIJTの数式は以下のようにな

る。 

 

DJIAIJT(t)= 

DJIAIJT(t-1)×[1- [1×[DJIHJT(t)/ DJIHJT(t-1)-1]-(1+1)×[TI0003M/360]×D(t,t-1)] ] 

 

レバレッジ指数の値動きについて 

レバレッジ指数は、日々の騰落率が元の指数の騰落率の２倍として計算された指数である。したがって、以下の例に示す

ように、レバレッジ指数の騰落率と元の指数の騰落率とは、２日以上離れた日との比較においては、一般に「２倍」とな

らないので、十分留意すべきである。 

 

＜１＞ ダウ・ジョーンズ工業株価平均（円ヘッジ）が、１日目「下落」、２日目「上昇」の場合 

 

 

 

 

 

＜２＞ ダウ・ジョーンズ工業株価平均（円ヘッジ）が、１日目「上昇」、２日目「下落」の場合 
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＜３＞ ダウ・ジョーンズ工業株価平均（円ヘッジ）が、１日目「上昇」、２日目「上昇」の場合 

 

 

 

 

 

＜４＞ ダウ・ジョーンズ工業株価平均（円ヘッジ）が、１日目「下落」、２日目「下落」の場合 

 

 

 

 

 

※これらの例示は、ダウ・ジョーンズ工業株価平均（円ヘッジ）の値動きとダウ・ジョーンズ工業株価平均 レバレッジ

(２倍)・インデックス（円ヘッジ）の値動きの関係を説明するための計算例であり、実際の値動きを示したものではな

い。 

実際の本受益権の基準価額および本外国指標連動証券の償還価額は、管理費用等のコスト負担や追加設定・一部解約の影

響などにより、運用目標が完全に達成できるとは限らない。 

また、本受益権の市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まるため、本受益権の基準価額および

本外国指標連動証券の償還価額の値動きとは必ずしも一致するものではない。 

 

インバース指数の値動きについて 

インバース指数は、日々の騰落率が元の指数の騰落率の－１（マイナス１）倍として計算された指数である。したがっ

て、以下の例に示すように、インバース指数の騰落率と元の指数の騰落率とは、２日以上離れた日との比較においては、

一般に「－１倍」とならないので、十分留意すべきである。 
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＜５＞ ダウ・ジョーンズ工業株価平均（円ヘッジ）が、１日目「下落」、２日目「上昇」の場合 

 

 

 

 

 

＜６＞ ダウ・ジョーンズ工業株価平均（円ヘッジ）が、１日目「上昇」、２日目「下落」の場合 

 

 

 

 

 

＜７＞ ダウ・ジョーンズ工業株価平均（円ヘッジ）が、１日目「上昇」、２日目「上昇」の場合 
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＜８＞ ダウ・ジョーンズ工業株価平均（円ヘッジ）が、１日目「下落」、２日目「下落」の場合 

 

 

 

 

 

※これらの例示は、ダウ・ジョーンズ工業株価平均（円ヘッジ）の値動きとダウ・ジョーンズ工業株価平均 インバース

(－１倍)・インデックス（円ヘッジ）の値動きの関係を説明するための計算例であり、実際の値動きを示したものではな

い。 

実際の本受益権の基準価額および本外国指標連動証券の償還価額は、管理費用等のコスト負担や追加設定・一部解約の影

響などにより、運用目標が完全に達成できるとは限らない。 

また、本受益権の市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まるため、本受益権の基準価額および

本外国指標連動証券の償還価額の値動きとは必ずしも一致するものではない。 

 

東証マザーズ指数 

東証マザーズ指数は、主にマザーズ市場に上場していた内国普通株式およびグロース市場に上場する内国普通株式を対象

とする浮動株調整後時価総額加重型の株価指数である。基準日は2003年９月12日、基準値は1,000ポイントである。 

 

東証マザーズ指数の算出に用いる浮動株比率は、後述のキャップ調整係数および移行係数考慮後の値を用いる。 

個別銘柄のウエイト上限は20％である。キャップ調整に係るウエイト計算における基準日（以下本項において「ウエイト

基準日」という。）における浮動株時価総額ウエイトが上限を超える銘柄については、10月 終営業日にキャップ調整係

数を設定する。その後に株価の変動等により上限を超える場合も翌年の10月 終営業日までキャップ調整係数は変更しな

いものとする。 

 

算出対象の追加・除外 

・算出対象の定期入替は毎年１回（10月 終営業日）行われる。 

・定期入替に係る基準日（以下本項において「定期入替基準日」という。）およびウエイト基準日は、毎年８月 終営業

日とし、以下の手順により構成銘柄が決定される。 

・定期入替基準日時点における東証グロース市場指数の構成銘柄を母集団とする。 

ただし、以下のいずれかに該当する銘柄は母集団から除外する。 

・定期入替基準日において、整理銘柄に指定されていること。 

・定期入替基準日において、特設注意市場銘柄に指定されていること。 

・定期入替基準日において、上場市場を変更することが公表されていること。 

・定期入替基準日において、TOPIX（東証株価指数）の構成銘柄に含まれていること。 

・母集団からの除外の条件は、原則として、定期入替基準日から定期入替結果の発表までの間に該当することが判

明した銘柄を含む。 
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・基準日における上場時価総額の大きい順に250銘柄を構成銘柄として選定する。ただし、母集団の総数が300を下回る場

合、母集団の総数から50を減じた銘柄数を選定する。 

 

2022年10月の定期入替の特例 

・指標の継続性の観点から、2022年10月の定期入替の結果、除外となる銘柄については、段階的ウエイト低減銘柄とし、

2022年10月 終営業日から四半期ごとの 終営業日に、３段階で構成比率を調整し、2023年４月 終営業日に除外す

る。 

・段階的ウエイト低減銘柄は、浮動株比率に下記の移行係数を乗じて構成比率を調整する。 

 

 

STOXX アセアン好配当50（円、ネットリターン）（本項において、以下「本指数」という。） 

 

１ 理由 

 

(1) 当社の発行している有価証券 

NEXT NOTES STOXXアセアン好配当50（円、ネットリターン）ETN 

本項においては、上記の受益証券発行信託に係る受益権を「本受益権」という。また、本受益権に係る信託の信託財

産である受託有価証券を「本外国指標連動証券」という。 

 

(2) 本受益権に係る受託有価証券である本外国指標連動証券は、償還額が本指数の水準により決定されるため、この指数

についての開示を必要とする。 

 

２ 内容 

 

STOXX アセアン好配当50（円、ネットリターン） 

STOXX アセアン好配当50（円、ネットリターン）では、東南アジア諸国（ASEAN）の企業を構成銘柄とする投資ユニバー

スから、 も配当が多い50社を選択することを目指している。対象国は、フィリピン、マレーシア、タイ、シンガポー

ル、インドネシアで、ベトナムはこのインデックスの投資ユニバースに入っていない。 

このインデックスは、日本円建てインデックスであり、配当から源泉徴収税を控除した金額を再投資するネットリター

ン・インデックスである。 

 

投資ユニバース： 配当利回りで選択した投資可能なユニバースの全ての株式銘柄。 

 

加重スキーム： このインデックスは、浮動株の時価総額に従って加重されている。 

 

基準価額と基準日： 2004年３月31日時点の数値を1,000としている。 

 

インデックス構成銘柄の見直し 

構成銘柄の選択と35-70バッファー・ルール 

この投資ユニバースは、STOXX Asia Total Marketインデックス中の、フィリピン、マレーシア、タイ、シンガポール、

インドネシアに属する全ての株式銘柄である。（STOXX Asia Total Marketインデックスとは、アジア地域に存在する13ヶ
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国の株式市場の動きを全体的に反映することを目的にした株価指数であり、各対象国の浮動株時価総額の95％をカバーし

た国別の指数をもとに構築されている。2011年１月31日を基準日として100を基準値としている。） 

 

以下の株式は、この投資ユニバースから外されている。 

・３ヶ月平均の日次取引金額が、150万米ドル未満の銘柄 

・セクター「351020」-不動産投資信託（REIT）企業に指定されている銘柄 

・配当性向が０％未満か、80％を超える銘柄 

 

残りの全ての株式は、過去12ヶ月間の配当利回りでランク付けされる。選択銘柄は１ヶ国当たり 大15銘柄とし、１ヶ国

当たりの 少銘柄数は設定されていない。選択リスト中、上位35銘柄がまず選択される。残りの15銘柄は、36位から70位

の間にランク付けされた株式銘柄の中から、既存の構成銘柄をランク上位から順に選択される。このようにして選択した

株式銘柄数がまだ50銘柄未満の場合、50銘柄になるまで、残りの株式銘柄からランク順に選択される。 

 

構成銘柄の見直し頻度： このインデックスは毎年３月に見直される。第１金曜日に構成銘柄を発表し、第３金曜日にイ

ンデックスに反映させ、翌取引日から有効とされる。 

株式数と浮動株調整係数については、四半期ごとに更新される。変更は全て３月、６月、９月、12月の第３金曜日にイン

デックスに反映させ、翌取引日から有効とされる。 

 

ウェイト調整係数： 各構成銘柄のウェイトが 大10％になるよう、四半期ごとに調整係数が設定される。ウェイト調整

係数は、見直し月の第２金曜日に公表される。その際、木曜日（第２金曜日の前日）の終値が使用される。 

 

期中のメンテナンス 

銘柄の置き換え：上場廃止等の銘柄の除外により、インデックス構成銘柄数が45銘柄未満に減少した場合、選択リストに

掲載されている 上位の非構成銘柄と、除外された銘柄が置き替えられる。選択リストは年１回、インデックスの年次見

直し時に更新される。 

 

臨時除外：なし 

 

臨時追加：なし 

 

スピンオフ： スピンオフした株式銘柄は、インデックスに恒久的に追加されるわけではない。次回の構成銘柄見直し時

に条件を満たす場合のみ、見直し後も継続してインデックスにとどまる。 

 

配信のタイミング 

STOXX アセアン好配当50（円、ネットリターン）は、インデックス配信期間中、15秒ごとに計算して配信され、また１日

１回、インデックス配信期間の 後に計算して配信される。 

 

為替レート 

STOXX アセアン好配当50（円、ネットリターン）では、以下の為替レートが使用される。 

・ CET（中央欧州時間）00:00から11:00までは、アジア太平洋地域のインデックスを計算する為替レートとして、直

近リアルタイムの買値と売値の仲値が使用され、CET（中央欧州時間）17:30からは、固定為替レートを使用して、

インデックスが計算される（The World Markets Company PLC（以下「WM社」という。）のCET17:00時点の固定為替

レートを使用）。 
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固定為替レートは、WM社が提供している。詳しくはロイターの「WMRSPOT01」ページまたはブルームバーグの「WMCO」ペ

ージを参照のこと。 

 

インデックス計算式 

このインデックスは、基準時の数量ウェイトに対する株価変化を計測するラスパイレス算式で計算される。各インデック

スには独自のインデックス除数があり、これを調整することで、資本異動を原因とする変化に対して、インデックス価額

の連続性が維持される。 

 

時価総額加重指数 

このインデックスは、基準時の数量ウェイトに対する株価変化を計測するラスパイレス算式で計算される。 

 

 

 

上の式のうち、 

t =インデックスの計算時点 

n =インデックスの構成銘柄数 

pit =(t)時点における銘柄(i)の株価 

sit =(t)時点における銘柄(i)の株式数 

ffit =(t)時点における銘柄(i)の浮動株係数 

cfit =(t)時点における銘柄(i)のウェイト調整係数 

xit =(t)時点における銘柄(i)の、現地通貨からインデックス通貨に換算する際の為替レート 

Mt =(t)時点におけるインデックスの浮動株時価総額 

Dt =(t)時点におけるインデックスの除数 

 

インデックスの除数計算 

時価総額加重指数 

各インデックスには独自のインデックス除数があり、これを調整することで、資本異動を原因とする変化に対して、イン

デックス価額の連続性が維持される。資本異動によるウェイトの変動は、インデックス構成銘柄全体に比例配分される。

インデックスの除数は、以下のように計算される。 

 

 

 

上の式のうち、 

Dt+1 =(t+1)時点の除数 

Dt =(t)時点の除数 

n =インデックスの構成銘柄数 

pit =(t)時点における銘柄(i)の株価 

sit =(t)時点における銘柄(i)の株式数 

ffit =(t)時点における銘柄(i)の浮動株係数 

cfit =(t)時点における銘柄(i)のウェイト調整係数 

xit =(t)時点における銘柄(i)の、現地通貨からインデックス通貨に換算する際の為替レート 

ΔMCt+1 =インデックスの終値時価総額と調整済み終値時価総額の差額： 

(t+1)時に有効となる資本異動がある銘柄の場合、浮動株時価総額は、調整済み終値、(t+1)時点における新しい

株数、(t+1)時点の浮動株係数から計算した時価総額から、（調整前）終値、(t)時点の株数、(t)時点の浮動株係

数で計算した時価総額を差し引いて算出する。 
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円建てのインデックス 

円建てインデックス：まず非ユーロ建ての株価がユーロに換算される。次にユーロ建ての株価と共に日本円に換算して、

インデックス計算が行われる。 

 

 

S&P500 配当貴族指数(課税後配当込み)、S&P シンガポールREIT指数(課税後配当込み)、Nifty50 レバレッジ(2倍)インデ

ックス(プライスリターン)およびNifty50 デイリーインバースインデックス(トータルリターン)（本項において、以下個

別にまたは総称して「本指数」という。） 

 

１ 理由 

 

(1) 当社の発行している有価証券 

(ⅰ) NEXT NOTES S&P500 配当貴族(ネットリターン) ETN 

(ⅱ) NEXT NOTES S&P シンガポール リート(ネットリターン) ETN 

(ⅲ) NEXT NOTES インドNifty・ダブル・ブル ETN 

(ⅳ) NEXT NOTES インドNifty・ベア ETN 

本項においては、上記(ⅰ)から(ⅳ)までの受益証券発行信託に係る受益権を個別にまたは総称して「本受益権」とい

う。また、各本受益権に係る信託の信託財産である受託有価証券を個別にまたは総称して「本外国指標連動証券」とい

う。 

 

(2) 各本受益権に係る受託有価証券である本外国指標連動証券は、償還額がそれぞれ上記の本指数の水準により決定され

るため、これらの指数についての開示を必要とする。 

 

２ 内容 

 

S&P500 配当貴族指数(課税後配当込み) 

S&P500 配当貴族指数(課税後配当込み)（以下本「S&P500 配当貴族指数(課税後配当込み)」において「本指数」とい

う。）は、S&P500®（※）の構成銘柄のうち、25年以上連続して増配方針に従っている株式の均等加重パフォーマンスを測

定している株式指数である。 

本指数は米ドル建ての指数であり、配当から源泉徴収税を控除した金額を再投資する課税後配当込みの指数である。 

 

※S&P500®は、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス社が開発した株式インデックスで、ニューヨーク証券取引所（NYSE 

Arca、NYSE Americanを含む。）、NASDAQおよびCboeに上場している銘柄から同指数の算出要領により選ばれた500銘柄で構

成される指数で、米国株式市場を測定する代表的なベンチマークである。 

 

指数適格性 

本指数に採用されるためには、銘柄は毎年の年次リバランス時点で次の基準を満たしている必要がある。 

１．S&P500の構成銘柄であること。 

２．少なくとも25年間連続で毎年１株当たり配当総額を増やしていること。 

３．リバランス参照日（毎年12月の 終営業日をいう。以下本「S&P500 配当貴族指数(課税後配当込み)」において同

じ。）時点で 低浮動株調整後時価総額が30億米ドル以上であること。 

４．リバランス参照日までの３ヶ月間の１日当たり平均売買代金が５百万米ドル以上であること。 

 

S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスは、指数適格性および選択の目的上、配当支払企業が普通配当として公表する現金

配当支払（源泉税控除前）のみを考慮する。配当支払企業が特別配当として公表する現金配当支払（反復的な特別現金配

当を含む。）は考慮されない。  
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構成銘柄の選択 

指数構成銘柄の選択は以下の手順で行われる。 

１．当初の選択ユニバースは、S&P500の全ての構成銘柄から構成される。 

２．選択ユニバース内において、適格性基準を満たす全ての企業が指数を形成する。 

３．２で選択された構成銘柄数が40未満の場合、20年以上にわたり連続して増配した実績を有し、上記の時価総額および

流動性に関する基準も満たしている銘柄が、配当利回りの高い順に本指数の構成銘柄数が40に達するまで指数に追加

される。 

４．３が終了した後に、構成銘柄数が依然として40未満の場合、上記の時価総額および流動性に関する基準を満たしてい

るS&P500の残りの構成銘柄が、配当利回りの高い順に本指数の構成銘柄数が40に達するまで指数に追加される。 

５．２～４が終了した後に、特定のGICS（世界産業分類基準）セクターのウェイトが30％を超えていた場合、20年以上に

わたり連続して増配した実績を有し、上記の時価総額および流動性に関する基準も満たしている銘柄が、配当利回り

の高い順に、いかなるGICSセクターも30％のウェイトを占めないようになるまで指数に追加される。 

６．５が終了した後に、特定のGICSセクターのウェイトが依然として30％を超えていた場合、時価総額および流動性に関

する基準を満たしているS&P500の残りの構成銘柄が、配当利回りの高い順に、いかなるGICSセクターも30％のウェイ

トを占めないようになるまで指数に追加される。 

 

構成銘柄のウェイト付け 

指数構成銘柄は、各四半期のリバランス時点で指数内において均等に加重される。さらに、年次リバランスの一環とし

て、GICSの各セクターの指数ウェイトは30％以下に抑えられる。 

 

リバランス 

年次リバランス：本指数の構成銘柄は毎年１回見直しされ、変更は１月の 終営業日の取引終了後に有効となる。 

 

四半期リバランス：指数構成銘柄は四半期ごとに均等ウェイトに再加重され、１月、４月、７月および10月の 終営業日

の取引終了後に有効となる。四半期リバランスの参照日は、四半期リバランスを行う月の 終営業日の５営業日前とな

る。 

 

本指数への追加：特定の条件を満たしたスピンオフ（企業が社内の１部門を切り離し１企業として分離・独立させること

をいう。）の場合を除いて、年次リバランスの間に指数への新たな銘柄の追加は行われない。 

 

本指数からの除外：S&P500から除外された構成銘柄は、同時に本指数から除外される。 

 

月次の配当レビュー：S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスは指数構成銘柄を月次ベースでレビューする。以下いずれか

の場合、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスの裁量により、翌月の 初の営業日の取引開始前に指数構成銘柄から除外

される場合がある。 

・予定されていた配当支払が見送られたとき。 

・企業が期間を定めずに配当支払を停止することを発表したとき。 

・企業が減配を発表し、その結果、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスが次の指数再構築時点で指数にもはや適格で

ないと判断したとき。 

継続的適格性の判断や、次の指数再構築時点で指数に適格であるかどうかの判断は、指数委員会の裁量で行われる。S&P

ダウ・ジョーンズ・インデックスは、企業が予定されていた配当金の支払を先送りまたは延期するものの取り消さなかっ

た場合、企業がさらなる発表を行うか、または指数がリバランスされるかのいずれか早い方まで、通常は何も行わない。

継続的適格性のレビューは、企業が当月21日（２月は18日）まで（同日を含む。）に公表した情報に基づき実施する。指

数の変更は、翌月第１営業日の取引開始前に有効となり、５営業日前までに通知される。 
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S&P シンガポールREIT指数(課税後配当込み) 

S&P シンガポールREIT指数(課税後配当込み)（以下本「S&P シンガポールREIT指数(課税後配当込み)」において「本指

数」という。）は、S&Pグローバル不動産指数（※¹）のサブ指数である、S&P 先進国REIT指数（※²）の国別指数のうち、

シンガポールに上場する不動産投資信託を対象にした時価総額加重型の指数である。 

本指数はシンガポールドル建ての指数であり、配当から源泉徴収税を控除した金額を再投資する課税後配当込みの指数で

ある。 

 

※¹S&Pグローバル不動産指数は、世界的に投資可能な全ての株式市場の銘柄へのあらゆる投資機会を測定するように意図

されているS&Pグローバル総合指数（S&P Global BMI）の構成銘柄の中で、GICS（世界産業分類基準）における不動産セ

クターに属する銘柄で構成されている。 

※²S&P 先進国REIT指数は、先進国市場における不動産投資信託のパフォーマンスを測定する指数である。 

 

指数の構成方法 

本指数の構成銘柄は、S&Pグローバル総合指数の適格性基準を満たす必要がある。基準を満たした銘柄は、それぞれの浮

動株調整後時価総額の比率に従って配分され、毎年９月に見直しが行われる。 

 

指数への追加基準 

・S&Pグローバル総合指数の適格性基準を満たしていること。 

・不動産投資信託（REIT）であること。ただし、森林REIT、モーゲージREIT、モーゲージ担保REITは除外される。 

 

指数からの除外基準 

・S&Pグローバル総合指数の構成銘柄から除外されること。 

・合併、買収、被買収、倒産による上場廃止。 

・GICSの産業分類が不動産投資信託（REIT）から外れること。 

 

NIFTY 50指数(プライスリターン)およびNIFTY 50トータルリターン指数 

NIFTY 50指数(プライスリターン)およびNIFTY 50トータルリターン指数は、インド・ナショナル証券取引所に上場する大

手企業からなる主要株価指数で、市場の複数のセクターを代表する50銘柄で構成される浮動株調整時価総額加重平均指数

である。NIFTY 50指数(プライスリターン)は、1995年11月３日を基準日とし、その日の時価総額を1,000として算出され

る。一方、NIFTY 50トータルリターン指数は、1999年６月30日の指数値を1,256.38ポイントとして計算されている。 

 

Nifty50 レバレッジ(2倍)インデックス(プライスリターン) 

Nifty50 レバレッジ(2倍)インデックス(プライスリターン)は、日々の騰落率をNIFTY 50指数(プライスリターン)の騰落

率の２倍として計算された指数で、2009年４月２日の指数値を1,000ポイントとして計算されている。 

 

Nifty50 デイリーインバースインデックス(トータルリターン) 

Nifty50 デイリーインバースインデックス(トータルリターン)は、日々の騰落率をNIFTY 50トータルリターン指数の騰落

率の－１倍として計算された指数で、2009年４月２日の指数値を1,000ポイントとして計算されている。 

 

Nifty50 レバレッジ(2倍)インデックス(プライスリターン)の計算方法 

NPR2XL(T) = NPR2XL(T-1) × (1+ NPR2XL_RETURN) 

NPR2XL_RETURN = 2×(NIFTY_PR(T)/NIFTY_PR(T-1) -1) - (TREPS(T-1)/360)×D(T,T-1) 

 

NPR2XL(T)：指数計算日(T)におけるNifty50 レバレッジ(2倍)インデックス(プライスリターン)値 

NPR2XL(T-1)：指数計算日(T)の前日におけるNifty50 レバレッジ(2倍)インデックス(プライスリターン)値 
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NIFTY_PR(T)：指数計算日(T)におけるNIFTY 50指数(プライスリターン)値 

NIFTY_PR(T-1)：指数計算日(T)の前日におけるNIFTY 50指数(プライスリターン)値 

D(T,T-1)：TからT-1までの実日数 

TREPS(T-1)：指数計算日(T)の前日のTREPSレート（％ 年率） 

TREPSレート：貸借取引に適用されるオーバーナイト金利（％ 年率） 

 

Nifty50 デイリーインバースインデックス(トータルリターン)の計算方法 

NTR1XI(T) = NTR1XI(T-1) × (1+ NTR1XI_RETURN) 

NTR1XI_RETURN = -1×(NIFTY_TR(T)/ NIFTY_TR(T-1)-1) + 2×(TREPS(T-1) /360)×D(T,T-1) - (TREPS(T-1) 

/360)×D(T,T-1) 

 

NTR1XI(T) ：指数計算日(T) におけるNifty50 デイリーインバースインデックス(トータルリターン)値 

NTR1XI(T-1) ：指数計算日(T) の前日におけるNifty50 デイリーインバースインデックス(トータルリターン)値 

NIFTY_TR(T)：指数計算日(T)におけるNIFTY 50トータルリターン指数値 

NIFTY_TR(T-1)：指数計算日(T)の前日における NIFTY 50トータルリターン指数値 

D(T,T-1)：TからT-1までの実日数 

TREPS(T-1)：指数計算日(T)の前日のTREPSレート（％ 年率） 

TREPSレート：貸借取引に適用されるオーバーナイト金利（％ 年率） 

 

レバレッジ指数の値動きについて 

レバレッジ指数は、日々の騰落率が元の指数の騰落率の２倍として計算された指数である。したがって、以下の例に示す

ように、レバレッジ指数の騰落率と元の指数の騰落率とは、２日以上離れた日との比較においては、一般に「２倍」とな

らないので、十分留意する必要がある。 

 

＜１＞ NIFTY 50指数(プライスリターン)が、１日目「下落」、２日目「上昇」の場合 
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＜２＞ NIFTY 50指数(プライスリターン)が、１日目「上昇」、２日目「下落」の場合 

 

 

 

 

 

＜３＞ NIFTY 50指数(プライスリターン)が、１日目「上昇」、２日目「上昇」の場合 

 

 

 

 

 

＜４＞ NIFTY 50指数(プライスリターン)が、１日目「下落」、２日目「下落」の場合 
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※これらの例示は、NIFTY 50指数(プライスリターン)の値動きとNifty50 レバレッジ(2倍)インデックス(プライスリター

ン)の値動きの関係を説明するための計算例であり、実際の値動きを示したものではない。 

実際の本受益権の基準価額および本外国指標連動証券の償還価額は、信託報酬等のコスト負担や追加設定・一部解約の影

響などにより、運用目標が完全に達成できるとは限らない。 

また、本受益権の市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まるため、本受益権の基準価額および

本外国指標連動証券の償還価額の値動きとは必ずしも一致するものではない。 

 

インバース指数の値動きについて 

インバース指数は、日々の騰落率が元の指数の騰落率の－１（マイナス１）倍として計算された指数である。したがっ

て、以下の例に示すように、インバース指数の騰落率と元の指数の騰落率とは、２日以上離れた日との比較においては、

一般に「－１倍」とならないので、十分留意する必要がある。 

 

＜５＞ NIFTY 50トータルリターン指数が、１日目「下落」、２日目「上昇」の場合 

 

 

 

 

 

＜６＞ NIFTY 50トータルリターン指数が、１日目「上昇」、２日目「下落」の場合 
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＜７＞ NIFTY 50トータルリターン指数が、１日目「上昇」、２日目「上昇」の場合 

 

 

 

 

 

＜８＞ NIFTY 50トータルリターン指数が、１日目「下落」、２日目「下落」の場合 

 

 

 

 

 

※これらの例示は、NIFTY 50トータルリターン指数の値動きとNifty50 デイリーインバースインデックス(トータルリタ

ーン)の値動きの関係を説明するための計算例であり、実際の値動きを示したものではない。 

実際の本受益権の基準価額および本外国指標連動証券の償還価額は、信託報酬等のコスト負担や追加設定・一部解約の影

響などにより、運用目標が完全に達成できるとは限らない。 

また、本受益権の市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まるため、本受益権の基準価額および

本外国指標連動証券の償還価額の値動きとは必ずしも一致するものではない。 

 

 

野村日本株高配当70・米ドルヘッジ指数（ネットトータルリターン）（本項において、以下「本指数」という。） 

 

１ 理由 

 

(1) 当社の発行している有価証券 

NEXT NOTES 野村日本株高配当70（ドルヘッジ、ネットリターン）ETN 
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本項においては、上記の受益証券発行信託に係る受益権を「本受益権」という。また、本受益権に係る信託の信託財

産である受託有価証券を「本外国指標連動証券」という。 

 

(2) 本受益権に係る受託有価証券である本外国指標連動証券は、償還額が本指数の水準により決定されるため、この指数

についての開示を必要とする。 

 

２ 内容 

 

野村日本株高配当70 

野村日本株高配当70は、日本株の高配当利回り70銘柄を構成銘柄とする等金額型の指数である。継続的な高配当収入獲得

を狙う戦略をパッシブ運用で実現するように設計されている。配当継続性と投資可能性を考慮しつつ、国内上場普通株式

の中から今期予想配当利回りが高い70銘柄を選択している。 

 

銘柄選定方法 

野村日本株高配当70の採用銘柄は、原則として、毎年12月第１営業日の前々月15日時点（休日の場合は前営業日）におけ

る国内普通株式の全上場銘柄の中から選択される。ただし、下記の銘柄スクリーニング基準とリバランスバンドを考慮し

た上で、今期予想配当利回りが高い70銘柄を選択する。定期入替は年１回12月第１営業日（以下「定期入替日」とい

う。）に行われる。定期入替日の前月第５営業日を入替基準日とし、入替基準日時点におけるデータを用いて計算した結

果をもとに、定期入替後の構成銘柄と指数組入株数が決定される。 

 

銘柄スクリーニング基準 

配当継続性に懸念がある銘柄や浮動株調整時価総額が小さい銘柄などの低流動性銘柄の組入れを抑制するためのルールで

ある。入替基準日時点において下記の条件を満たす銘柄を投資対象とする。 

・過去３年間の実績経常利益が全て非負の銘柄 

・今期予想決算期が３、６、９、12月の銘柄 

・浮動株調整時価総額上位85％に含まれる銘柄 

・過去60日平均売買代金上位500位以内の銘柄 

 

リバランスバンド 

今期予想配当利回りの微小な差による頻繁な銘柄入替を抑制するためのルールである。銘柄スクリーニング基準を満たす

銘柄の中から、下記の手順によって指数構成銘柄を選定する。 

・入替基準日時点の今期予想配当利回り上位50銘柄については無条件で採用する。 

・次に今期予想配当利回りの上位51位～90位（リバランスバンド）に含まれる既採用銘柄のみを70銘柄に達するまで

採用する。 

・もし上記の手順によって採用銘柄が70銘柄に満たない場合は、不足分を今期予想配当利回りの51位以降の未採用銘

柄の中から順に採用する。 

 

銘柄組入株数 

上記の「銘柄選定方法」で選定した70銘柄を構成銘柄とし、入替基準日時点において各構成銘柄のウエイトが等しくなる

ようにして指数を構築する。 

 

野村日本株高配当70・米ドルヘッジ指数（ネットトータルリターン） 

野村日本株高配当70・米ドルヘッジ指数（ネットトータルリターン）は、為替リスクを回避しつつ米ドル建てで原指数に

投資する際のパフォーマンスを表す。月末時点の投資残高を１ヶ月のドル円為替フォワード取引を用いて毎月末ヘッジし

たものとして算出される。野村日本株高配当70・米ドルヘッジ指数（ネットトータルリターン）で用いるドル円為替レー
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トは、WMロイターのスポットレートおよび１ヶ月フォワードレートの終値（ロンドン時間16時の仲値、１米ドル当たりの

円レート）を使用する。為替レートが取得できない場合には、前日値を用いて計算するものとする。野村日本株高配当

70・米ドルヘッジ指数（ネットトータルリターン）の原指数としては、野村日本株高配当70の円建てネットトータルリタ

ーン指数（以下「円建て原指数」という。）を使用する。 

野村日本株高配当70・米ドルヘッジ指数（ネットトータルリターン）の配当に対する税率は国内非居住者に対する税率に

従って計算する。 

 

野村日本株高配当70・米ドルヘッジ指数（ネットトータルリターン）の計算方法 

野村日本株高配当70・米ドルヘッジ指数（ネットトータルリターン）(md) = 

野村日本株高配当70・米ドルヘッジ指数（ネットトータルリターン）(m0) × (1+ ヘッジ前指数リターン(md) + ヘ

ッジリターン(md)) 

 

（各月をmとし、m0は前月末営業日、mdはm月の第d日とする） 

 

ヘッジ前指数リターン(md) = 

(円建て原指数(md)/円建て原指数(m0)) × (スポットレート(m0)/スポットレート(md)) -1 

ヘッジリターン(md) = 

(スポットレート(m0)/フォワードレート(m0)) - (スポットレート(m0)/線形補間されたフォワードレート(md)) 

線形補間されたフォワードレート(md) = 

スポットレート(md) + (D'-d)/D × (フォワードレート(md) - スポットレート(md)） 

（d：当月経過暦日日数、D：当月暦日総数、D'：当月 終営業日までの暦日総数） 

 

円建て原指数の計算方法 

円建て原指数(t) = 円建て原指数(t-1) × (1+ リターン(t)) 

リターン(t) = ((時価総額(t) + 課税考慮済配当総額(t))/課税考慮済基準時価総額(t)) -1 

課税考慮済基準時価総額(t) = 

時価総額(t-1) + 修正時価総額(t) - 課税考慮済修正配当総額(t) 

 

S&P/JPX 配当貴族指数（米ドルヘッジ、課税後配当込み）および税引後配当込東証REIT米ドルヘッジ指数（本項におい

て、以下個別にまたは総称して「本指数」という。） 

 

１ 理由 

 

(1) 当社の発行している有価証券 

(ⅰ) NEXT NOTES 日本株配当貴族（ドルヘッジ、ネットリターン）ETN 

(ⅱ) NEXT NOTES 東証REIT（ドルヘッジ、ネットリターン）ETN 

本項においては、上記(ⅰ)から(ⅱ)までの受益証券発行信託に係る受益権を個別にまたは総称して「本受益権」とい

う。また、各本受益権に係る信託の信託財産である受託有価証券を個別にまたは総称して「本外国指標連動証券」とい

う。 

 

(2) 各本受益権に係る受託有価証券である本外国指標連動証券は、償還額がそれぞれ上記の本指数の水準により決定され

るため、これらの指数についての開示を必要とする。 
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２ 内容 

 

S&P/JPX 配当貴族指数（課税後配当込み） 

S&P/JPX 配当貴族指数（課税後配当込み）（以下本「S&P/JPX 配当貴族指数（課税後配当込み）」において「本指数」とい

う。）は、東証株価指数（以下本「S&P/JPX 配当貴族指数（課税後配当込み）」において「TOPIX」という。）の構成銘柄の

うち、10年以上にわたり毎年増配しているか、または安定した配当を維持している も配当利回りの高い企業のパフォー

マンスを測定する株式指数であり、さらに株式の配当から源泉徴収税を控除した金額を再投資する課税後配当込みの株式

指数である。 

 

適格性基準 

本指数の採用銘柄は、TOPIXの構成銘柄のうち、下記の適格性ファクターおよび安定性基準を原則として満たす必要があ

る。 

 

・適格性ファクター 

時価総額：リバランス参照日（毎年６月の 終営業日をいう。以下本「S&P/JPX 配当貴族指数（課税後配当込み）」にお

いて同じ。）時点のTOPIXにおける浮動株調整後時価総額が500億円以上であること。 

流動性：リバランス参照日までの３ヶ月間の１日当たり平均売買代金が、新たに選定される銘柄は３億円以上、既存の指

数構成銘柄が継続して指数に残るためには２億5,000万円以上であること。 

 

・安定性基準 

配当の成長性：新たに選定される銘柄は、10年以上にわたり毎年増配しているか、または安定した配当を維持しているこ

と。既存の本指数構成銘柄は、７年以上にわたり毎年増配しているか、または安定した配当を維持していること。 

配当性向：配当性向が100％以下であること、また、マイナスにならないこと（年間の１株当たり利益（EPS）がマイナス

になったときに、配当性向がマイナスになったものとみなされる。配当性向は、リバランス参照日までの12ヶ月間の１株

当たり配当を直近12ヶ月間の１株当たり利益（EPS）で除することで計算される。）。 

配当利回り：リバランス参照日時点で直近12ヶ月の配当利回りが10％以下であること（配当利回りは、リバランス参照日

までの12ヶ月間の１株当たり配当金総額をリバランス参照日時点の株価で除することで計算される。）。 

 

S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスは、指数の適格性および選択の目的上、配当支払企業が普通配当として公表する現

金配当支払（源泉税控除前）のみを考慮する。配当支払企業が特別配当または記念配当として公表する現金配当支払（反

復的な特別現金配当および記念現金配当などを含む。）は考慮されない。 

 

本指数の構築方法とリバランス 

まず本指数構成銘柄の選択が行われ、次に本指数内の構成銘柄のウェイト付けが行われる。本指数の構成銘柄は毎年７月

にリバランスされ、各リバランス時には、銘柄のウェイトを修正し、個別の銘柄やセクター全体にわたる分散を確保す

る。 

 

・本指数構成銘柄の選択 

本指数の適格性基準を満たす全銘柄をリバランス参照日時点における直近12ヶ月の配当利回りに基づいてランク付けした

上で、20銘柄のバッファーを使い、次の手順で直近12ヶ月の配当利回りが も高い50銘柄を本指数の構成銘柄として選択

する。 

１．適格性基準を満たす全銘柄から、配当利回りの高い順で上位30銘柄を構成銘柄として選択する。 

２．上位70位までにランク付けされた既存の指数構成銘柄から、構成銘柄数が50に達するまでランクの上位から選択す

る。 

３．２までで構成銘柄数が50に達しなかった場合、その他の銘柄から、50銘柄に達するまでランクの上位から選択する。 
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・銘柄分散基準 

各リバランス時点では、 低40の構成銘柄数が必要となるが、仮に適格性基準を満たす構成銘柄数が40を下回った場合に

は、以下の順序でその基準が緩和される。 

 

①時価総額基準の緩和 

浮動株調整後時価総額が300億円以上で、かつその他全ての本指数の適格性基準を満たしているTOPIXの構成銘柄が、40の

構成銘柄数に達するまで、配当利回りの高い順に本指数に追加される。 

 

②配当の成長性に関する基準の緩和 

①の緩和によって、構成銘柄数が40に達していない場合、配当の成長性に関する基準が緩和される。浮動株調整後時価総

額が300億円以上で、過去において７年以上にわたり毎年増配しているか、または安定した配当を維持しており、かつそ

の他全ての本指数の適格性基準を満たしているTOPIXの構成銘柄が、40の構成銘柄数に達するまで、配当利回りの高い順

に本指数に追加される。 

 

・構成銘柄のウェイト付け 

本指数構成銘柄は配当利回りにより加重される。各リバランス時点で、各本指数構成銘柄のウェイトには５％の上限が適

用され、GICS（世界産業分類基準）の各セクターのウェイトには30％の上限が適用される。各銘柄の上限を超えたウェイ

ト部分は、上限を超えていない全ての構成銘柄に按分により再配分される。 

 

・リバランス 

年次リバランス：本指数は毎年１回全面的にリバランスされ、７月の 終営業日の取引終了後に有効となる。 

 

半期レビュー：年次リバランスと月次の配当レビューに加え、構成銘柄のウェイト付け基準が遵守されているかを確認す

るために、二次的な見直しを実施する。構成銘柄のウェイト付け基準を遵守するために、各ウェイトを調整する必要があ

る場合、ウェイトの超過部分は、構成銘柄の現在のウェイトに基づいてその他の銘柄の間で再配分される。新たな構成銘

柄のウェイトは、１月の 終営業日の取引終了後に有効となる。レビューの参照日は12月の 終営業日の取引終了後とす

る。 

 

本指数構成銘柄への追加 

特定の条件を満たしたスピンオフ（企業が社内の１部門を切り離し１企業として分離・独立させることをいう。）の場合

を除いて、各リバランスの間に指数への新たな銘柄の追加は行われない。 

 

本指数構成銘柄からの除外 

買収、合併、スピンオフまたは破綻もしくは取引停止により、除外が生じる場合がある。指数構成銘柄がTOPIXから除外

された場合、それらの銘柄は各リバランスの間であっても本指数から除外される。各リバランスの間に除外される構成銘

柄はその他の銘柄に置き換えられない。 

 

月次の配当レビュー 

S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスは指数構成銘柄を月次ベースでレビューする。以下いずれかの場合、S&Pダウ・ジョ

ーンズ・インデックスの裁量により、翌月の 初の営業日の取引開始前に指数構成銘柄から除外される場合がある。 

・予定されていた配当支払が見送られたとき。 

・企業が期間を定めずに配当支払を停止することを発表したとき。 

・企業が減配を発表し、その結果、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスが次の指数再構築時点で指数にもはや適格で

ないと判断したとき。 
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継続的適格性の判断や、次の指数再構築時点で指数に適格であるかどうかの判断は、指数委員会の裁量で行われる。S&P

ダウ・ジョーンズ・インデックスは、企業が予定されていた配当金の支払を先送りまたは延期するものの取り消さなかっ

た場合、企業がさらなる発表を行うか、または指数がリバランスされるかのいずれか早い方まで、通常は何も行わない。

継続的適格性のレビューは、企業が当月21日（２月は18日）まで（同日を含む。）に公表した情報に基づき実施する。指

数の変更は、翌月第１営業日の取引開始前に有効となり、５営業日前までに通知される。 

 

S&P/JPX 配当貴族指数（米ドルヘッジ、課税後配当込み） 

S&P/JPX 配当貴族指数（米ドルヘッジ、課税後配当込み）（以下本「S&P/JPX 配当貴族指数（米ドルヘッジ、課税後配当

込み）」において「本指数」という。）はS&P/JPX 配当貴族指数（課税後配当込み）の米ドル建ての指数であり、日本円以

外の通貨で投資を行う事を考慮して、本指数構成銘柄のリスクヘッジを行うのではなく、為替リスクをヘッジした場合の

リターンを表象する指数である。そのリターンは、本指数が保有するポートフォリオを１ヶ月の為替フォワード取引によ

り継続的にヘッジした場合の値として算出される。保有するポートフォリオにおける為替リスクのヘッジ割合は100％で

ある。よって、本指数構成銘柄全体の為替リスクがヘッジされていることになる。ただし、あくまでも一定時点のポート

フォリオ残高を月次でヘッジしているものであり、為替変動を完全にヘッジしているわけではない。 

 

本指数の計算方法 

各月をmとし、各日をd=1,2,3,…Dとする。（mdは、m月の第d日、m0は前月の 終営業日、mr0は前月の 終営業日の前営業

日とする。） 

 

m月d日のS&P/JPX 配当貴族指数（米ドルヘッジ、課税後配当込み）の指数値 

EHmd = EHm0 × (Emd / Em0 + HRmd) 

ただし、 

Emd = ELmd / Smd 

HRmd = (Smr0 / Fm0 - Smr0 / F_Imd) × MAFm 

EH : S&P/JPX 配当貴族指数（米ドルヘッジ、課税後配当込み）の指数値 

E : S&P/JPX 配当貴族指数（課税後配当込み）（米ドル建て）の指数値 

EL : S&P/JPX 配当貴族指数（課税後配当込み）（日本円建て）の指数値 

HR : ヘッジリターン（％） 

S : スポットレート（１米ドル当たり日本円） 

F : フォワードレート（１米ドル当たり日本円） 

F_Imd : m月の第d日における線形補間されたフォワードレート 

F_Imd = Smd + ((D - d) / D) × (Fmd - Smd) 

MAFm : m月におけるS&P/JPX 配当貴族指数（米ドルヘッジ、課税後配当込み）の月次調整係数 

MAFm = EHmr0 / EHm0 

とする。 

 

税引後配当込東証REIT指数 

東証REIT指数は、東京証券取引所に上場するREIT（不動産投資信託）の全銘柄を対象とした浮動株調整後時価総額加重型

の指数であり、基準日である2003年３月31日の基準値を1,000として計算されている。 

また、税引後配当込東証REIT指数は、配当落日に、税引後の予想配当金に基づいて配当落金額の総額を算出し基準時価総

額の修正を行うことで算出される指数である。仮に配当落日に使用した予想配当金と決算短信で公表された配当金との間

に差異が見られた銘柄については配当落金額の調整が行われる。基準時価総額の算出に用いる配当税率は、修正日時点で

の上場株式等の配当に係る源泉徴収税率（地方税除く。）とする。 
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税引後配当込東証REIT米ドルヘッジ指数 

税引後配当込東証REIT米ドルヘッジ指数は税引後配当込東証REIT指数の米ドル建ての指数であり、日本円以外の通貨で投

資を行うことを考慮して、指数構成銘柄のリスクヘッジを行うのではなく、為替リスクをヘッジした場合のリターンを表

象する指数である。そのリターンは、指数が保有するポートフォリオを１ヶ月の為替フォワード取引により継続的にヘッ

ジした場合の値として算出される。保有するポートフォリオにおける為替リスクのヘッジ割合は100％である。よって、

指数構成銘柄全体の為替リスクがヘッジされていることになる。ただし、あくまでも一定時点のポートフォリオ残高を月

次でヘッジしているものであり、為替変動を完全にヘッジしているわけではない。 

 

税引後配当込東証REIT米ドルヘッジ指数の計算方法 

各月をmとし、各日をd=1,2,3,…Dとする。（mdは、m月の第d日、m0は前月の 終営業日、mr0は前月の 終営業日の前営業

日とする。） 

 

m月d日の税引後配当込東証REIT米ドルヘッジ指数の指数値 

EHmd = EHm0 × (Emd / Em0 + HRmd) 

ただし、 

Emd = ELmd / Smd 

HRmd = (Smr0 / Fm0 - Smr0 / F_Imd) × MAFm 

EH : 税引後配当込東証REIT米ドルヘッジ指数の指数値 

E : 税引後配当込東証REIT指数（米ドル建て）の指数値 

EL : 税引後配当込東証REIT指数（日本円）の指数値 

HR : ヘッジリターン（％） 

S : スポットレート（１米ドル当たり日本円） 

F : フォワードレート（１米ドル当たり日本円） 

F_Imd : m月の第d日における線形補間されたフォワードレート 

F_Imd = Smd + ((D - d) / D) ×(Fmd - Smd) 

MAFm : m月における税引後配当込東証REIT米ドルヘッジ指数の月次調整係数 

MAFm = EHmr0 / EHm0 

とする。 

 

 

野村AIビジネス70（配当課税考慮済指数）、野村日本株高ベータ・セレクト30（配当課税考慮済指数）および野村日本株

低ベータ・セレクト50（配当課税考慮済指数）（本項において、以下個別にまたは総称して「本指数」という。） 

 

１ 理由 

 

(1) 当社の発行している有価証券 

(ⅰ) NEXT NOTES 野村AIビジネス70（ネットリターン）ETN 

(ⅱ) NEXT NOTES 高ベータ30（ネットリターン）ETN 

(ⅲ) NEXT NOTES 低ベータ50（ネットリターン）ETN 

本項においては、上記(ⅰ)から(ⅲ)までの受益証券発行信託に係る受益権を個別にまたは総称して「本受益権」とい

う。また、各本受益権に係る信託の信託財産である受託有価証券を個別にまたは総称して「本外国指標連動証券」とい

う。 

 

(2) 各本受益権に係る受託有価証券である本外国指標連動証券は、償還額がそれぞれ上記の本指数の水準により決定され

るため、これらの指数についての開示を必要とする。  
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２ 内容 

 

野村AIビジネス70（配当課税考慮済指数） 

野村AIビジネス70（配当課税考慮済指数）（以下本「野村AIビジネス70（配当課税考慮済指数）」において「本指数」とい

う。）は、AI（人工知能）に関するビジネスについてマスメディアを通して報道された企業70銘柄を構成銘柄とする、等

金額型の指数である。本指数の組入対象となる銘柄は、国内金融商品取引所に上場する全ての普通株式から、ニュース、

雑誌、新聞等の各種メディアにおける記事検索結果を基にした定量的な評価指標により選定される。記事検索には「人工

知能」と、AIを活用して選んだ複数の関連キーワードを用いる。 

本指数の指数値の基準日は2001年11月30日とし、基準日の指数値（基準値）を10,000とする。配当課税を考慮した指数値

（配当課税考慮済指数値）の計算にあたっては、国内居住者に対する税率を適用する。 

 

定期入替え 

定期入替日を12月第１営業日（前営業日の引け後）の年１回とし、直前の10月15日（休日の場合は前営業日）を定期入替

基準日とする。 

 

銘柄選定母集団 

銘柄選定母集団は、定期入替基準日の直前の３月末時点における国内金融商品取引所に上場する全ての銘柄のうち、定期

入替基準日における浮動株調整時価総額上位98％に相当する銘柄群とする。ただし、新設合併銘柄および定期入替基準日

の直前の４月から９月末までに新規上場した銘柄のうち、浮動株調整時価総額上位約85％に相当する銘柄は銘柄選定母集

団に含まれるものとし、定期入替基準日時点の外国株式等の銘柄は除外される。その中で過去60日の平均売買代金上位

90％を満たす銘柄を対象にスコアを計算する。 

 

指数構成銘柄の選定方法 

・人工知能順位スコア(※１)が小さい銘柄から順に、10銘柄まで採用する。ただし、同じスコアの銘柄があった場合

は、過去60日平均売買代金が高い順に 大70銘柄まで採用する。 

・上記で採用された銘柄が70銘柄に達していない場合は、続いて人工知能順位スコアと関連キーワード順位スコア(※

２)の平均順位スコアが小さい銘柄から順に、上記で採用された銘柄と合わせて70銘柄となるまで採用する。ただ

し、同じ平均順位スコアの銘柄があった場合は、人工知能順位スコアが小さい順に70銘柄まで採用する。その際、

同じ人工知能順位スコアの銘柄があった場合には、過去60日平均売買代金が高い順に70銘柄まで採用する。 

 

(※１)人工知能順位スコア 

・スコア計算対象となる銘柄選定母集団の銘柄に対して人工知能に関する記事を検索する。入替基準日の前日から１

年前の入替基準日までの期間に対して記事検索を行った結果の記事数を、各銘柄に対する「直近年の人工知能記事

スコア」とする。 

・１年前の入替基準日の前日から２年前の入替基準日までの期間に対して、人工知能に関する記事検索を行った結果

の記事数を、各銘柄に対する「１年前の人工知能記事スコア」とする。 

・（直近年の人工知能記事スコア×２）＋（１年前の人工知能記事スコア）によって重み付けしたスコアが大きい方か

ら付けた順位（昇順）を、スコア計算対象となる銘柄選定母集団の銘柄に対する「人工知能順位スコア」とする。 

 

(※２)関連キーワード順位スコア 

・スコア計算対象となる銘柄選定母集団の銘柄に対して関連キーワードに関する記事を検索する。入替基準日の前日

から１年前の入替基準日までの期間に対して、関連キーワードに関する記事検索を行った結果の記事数を、各銘柄

に対する「直近年の関連キーワード記事スコア」とする。 

・１年前の入替基準日の前日から２年前の入替基準日までの期間に対して記事検索を行った結果の記事数を、各銘柄

に対する「１年前の関連キーワード記事スコア」とする。 
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・（直近年の関連キーワード記事スコア×２）＋（１年前の関連キーワード記事スコア）によって重み付けしたスコア

が大きい方から付けた順位（昇順）を、スコア計算対象となる銘柄選定母集団銘柄に対する「関連キーワード順位

スコア」とする。 

・なお、関連キーワードは毎年６月15日（休日の場合は前営業日）に見直しを検討する。５年前の４月１日から直前

の３月31日までの５年間の政府官公庁、研究機関の人工知能に関する公表資料等に基づいて、人工知能と関連性が

高いキーワードを年１回選定する。 

 

構成銘柄の組入比率 

定期入替基準日において、「指数構成銘柄の選定方法」に基づき選定した70銘柄を構成銘柄とし、各構成銘柄のウエイト

が等しくなるようにして本指数を構築する。 

 

野村日本株ベータ・セレクト指数 

野村日本株ベータ・セレクト指数は、国内金融商品取引所に上場する全ての普通株式の中から、日本株市場リターンおよ

びドル円為替レートリターンに対するベータ値（感応度）等に基づいた定量的な指標の上位30銘柄を組み入れた「野村日

本株高ベータ・セレクト30」と、下位50銘柄を組み入れた「野村日本株低ベータ・セレクト50」という２種類の指数の総

称であり、いずれも浮動株調整時価総額加重型（個別銘柄のウエイト上限５％）の指数である。 

野村日本株ベータ・セレクト指数の指数値の基準日は2000年12月29日とし、基準日の指数値（基準値）を10,000とする。 

 

定期入替え 

定期入替日を、６月第１営業日（５月 終営業日の引け後）および12月第１営業日（11月 終営業日の引け後）の年２回

とし、定期入替日の前月第５営業日を定期入替基準日とする。 

 

銘柄選定母集団 

銘柄選定母集団は、６月の定期入替日の場合は、前年の３月末時点、12月の定期入替日の場合は、直前の３月末時点にお

ける国内金融商品取引所に上場する全ての銘柄のうち、定期入替日の直前の10月15日時点（休日の場合は前営業日）にお

ける浮動株調整時価総額上位98％に相当する銘柄群とする。ただし、新設合併銘柄および12月の定期入替日の場合は、直

前の４月から９月末、６月の定期入替日の場合は、前年４月から直前の３月末までに新規上場した銘柄のうち、浮動株調

整時価総額上位約85％に相当する銘柄は銘柄選定母集団に含まれるものとし、定期入替基準日時点の外国株式等の銘柄は

除外される。その中で定期入替基準日時点における大型銘柄（銘柄選定母集団の浮動株調整時価総額上位85％相当）で、

かつ過去60日の平均売買代金上位500銘柄を満たす銘柄を対象にスコアを計算する。 

 

指数構成銘柄の選定方法 

 

野村日本株高ベータ・セレクト30（配当課税考慮済指数） 

「野村日本株高ベータ・セレクト30」は、市場連動性等を表す３つのスコア（市場ベータ、為替ベータ、モメンタム）に

基づいた定量的な指標値が高い30銘柄を組み入れる。配当課税を考慮した指数値（配当課税考慮済指数値）の計算にあた

っては、国内居住者に対する税率を適用する。 

 

野村日本株低ベータ・セレクト50（配当課税考慮済指数） 

「野村日本株低ベータ・セレクト50」は、市場連動性等を表す３つのスコア（市場ベータ、為替ベータ、銘柄固有リス

ク）に基づいた定量的な指標値が低い50銘柄を組み入れる。配当課税を考慮した指数値（配当課税考慮済指数値）の計算

にあたっては、国内居住者に対する税率を適用する。 
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・市場ベータ 

定期入替基準日における過去60ヶ月分の個別銘柄の月次株価リターンを月次市場リターンで線形回帰した際の回帰係数を

「市場ベータ」スコアとする。 

 

・為替ベータ 

定期入替基準日における過去60ヶ月分の個別銘柄の月次株価リターンを月次ドル円為替レートリターンで線形回帰した際

の回帰係数を「為替ベータ」スコアとする。 

 

・モメンタム 

定期入替基準日における過去11ヶ月分の個別銘柄の月次株価リターンを月次市場リターンで線形回帰した際の回帰切片を

「モメンタム」スコアとする。 

 

・銘柄固有リスク 

定期入替基準日における過去60ヶ月分の個別銘柄の月次株価リターンを月次市場リターンで線形回帰した際の回帰残差の

標準偏差を「銘柄固有リスク」スコアとする。 

 

構成銘柄の組入比率 

野村日本株ベータ・セレクト指数の指数構成銘柄の組入ウエイトは、定期入替基準日時点の浮動株調整時価総額に比例し

た比率とする。ただし、組入ウエイトの上限を５％とし、上限超過分を浮動株調整時価総額に応じて他の銘柄に比例配分

する。 

 

 

ファクトセット・グローバル・ニッチトップ・ジャパンエンタープライズ指数（課税後配当込み）（本項において、以下

「本指数」という。） 

 

１ 理由 

 

(1) 当社の発行している有価証券 

NEXT NOTES ニッチトップ 中小型日本株（ネットリターン）ETN 

本項においては、上記の受益証券発行信託に係る受益権を「本受益権」という。また、本受益権に係る信託の信託財

産である受託有価証券を「本外国指標連動証券」という。 

 

(2) 本受益権に係る受託有価証券である本外国指標連動証券は、償還額が本指数の水準により決定されるため、この指数

についての開示を必要とする。 

 

２ 内容 

 

ファクトセット・グローバル・ニッチトップ・ジャパンエンタープライズ指数（課税後配当込み） 

ファクトセット・グローバル・ニッチトップ・ジャパンエンタープライズ指数（課税後配当込み）は、特定のニッチ産業

において高いグローバル・マーケット・シェアを持つ、日本の中小型株のパフォーマンスを表すよう設計された指数であ

る。 

指数値の基準日は2015年１月30日とし、基準日の指数値（基準値）を1,000とする。本指数は配当から源泉徴収税を控除

した金額を再投資する課税後配当込みの指数である。 
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定期入替え 

毎年１月の 終営業日の終了後、定期入替えが行われる（定期入替日）。指数を構成するために使用されるデータは、毎

年12月の 終営業日の終了時点（定期入替基準日）のものとする。 

 

構成銘柄の選定方法 

・日本国内の取引所に上場する、日本国内の銘柄の普通株式（ただし、日本銀行と不動産投資法人（REIT）は除く。）

を対象とする。 

・定期入替基準日における時価総額の降順でランク付けされ、１位から400位、および1001位以降は除外し、さらに過

去３ヶ月間の平均日次売買代金の下位10％にランクされている銘柄も除外した結果残った銘柄群から、グローバル

競争力ランキング(※)に基づいて100銘柄を選定する。 

・毎年の定期入替では、グローバル競争力ランキング上位50銘柄を無条件に指数採用銘柄とする。上位51位から150位

にランクされた銘柄を採用候補とし、採用候補のうち既採用銘柄を上位から順に100銘柄に達するまで採用する。既

採用銘柄を採用した後に、採用銘柄が100銘柄に達しない場合には、不足分を採用候補のうち未採用銘柄の上位から

順に採用する。 

 

(※)グローバル競争力ランキング 

FactSet RBICS（Revere Business Industry Classification System:リビア業種・産業分類基準）でカバーされるグロー

バル銘柄から、定期入替基準日の直近２会計年度において、年度末が４月１日から３月31日に到来する 新の決算報告書

情報から計算されたデータを使用する。 

以下の数式に基づいて各企業の「グローバル・マーケット・シェア（％）」（RBICSレベル５を用いる）を計算する。ここ

での「セグメント別売上高」はRBICSレベル５を用いた売上高である。企業の売上高データはFactSetの財務データベース

に基づいており、平均為替レートに基づいて米国ドルに換算される（マイナスまたはゼロの売上高の企業は分析から除外

される。）。また、企業は１つ以上のRBICSレベル５業種へのエクスポージャーを持つことがあり、１つ以上の「グローバ

ル・マーケット・シェア（％）」を持つことがある。 

 

 

 

各企業の「グローバル・マーケット・シェア（％）」がRBICSレベル５内で計算されると、「グローバル・マーケット・シ

ェア（％）」第１位の企業から昇順にランキングされる。これが「グローバル・マーケット・シェア・ランキング」の基

礎となる。 

特定のRBICSレベル５の中で同順位が存在する場合、より大きな「セグメント売上高比率」を有する企業が上位にランキ

ングされる。「グローバル・マーケット・シェア（％）」と「セグメント売上高比率」の両方で同順位の場合は絶対的な

「セグメント売上高」が大きい企業が上位とみなされる。 

次に複数のRBICSレベル５に対してエクスポージャーがあるために複数の「グローバル・マーケット・シェア・ランキン

グ」を持つ企業の場合は、以下の手順を実行して独自のランキングを割り当てる。 

ステップ１：「法人・その他未配分売上高」および「一般・複数業種売上高」と呼ばれるRBICSレベル５の業種を除

外する。 

ステップ２：企業における収益が10％未満のRBICSレベル５の業種を除外する。 

ステップ３：企業における も高い「グローバル・マーケット・シェア・ランキング」を選択する。 

ステップ４：「グローバル・マーケット・シェア・ランキング」において同順位がある場合は、より大きな「グロー

バル・マーケット・シェア（％）」を有する方を選択する。 
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構成銘柄の組入比率 

選定された100銘柄を浮動株調整時価総額に基づいて加重する。 

 

２【当該指数等の推移】 

 

１．ハンセン指数・レバレッジインデックスの過去の推移 

近５年間の 

年別 高・ 低値 

年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 

高 25,374.67 30,841.69 24,080.11 21,620.88 23,103.58 

低 14,011.07 16,327.56 16,665.33 11,776.79 11,890.75 

近６ヶ月の 

月別 高・ 低値 

年 
2022年 

４月 

2022年 

５月 

2022年 

６月 

2022年 

７月 

2022年 

８月 

2022年 

９月 

高 11,234.38 10,025.66 10,917.73 10,366.37 8,807.54 8,250.05 

低 8,721.82 8,257.30 9,464.56 8,779.59 7,992.85 6,294.39 

出所：野村證券作成 

(注) 過去の推移は将来の成果の目安とはならない。 

 

２．ハンセン指数・ショートインデックスの過去の推移 

近５年間の 

年別 高・ 低値 

年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 

高 7,015.23 5,670.84 5,524.01 6,056.80 5,047.12 

低 4,929.88 4,447.28 4,563.88 4,518.82 3,935.67 

近６ヶ月の 

月別 高・ 低値 

年 
2022年 

４月 

2022年 

５月 

2022年 

６月 

2022年 

７月 

2022年 

８月 

2022年 

９月 

高 5,531.51 5,643.01 5,144.36 5,235.76 5,460.63 6,062.16 

低 4,903.56 5,047.70 4,765.99 4,861.61 5,209.16 5,352.66 

出所：野村證券作成 

(注) 過去の推移は将来の成果の目安とはならない。 

 

３．韓国総合株価指数200・レバレッジインデックスの過去の推移 

近５年間の 

年別 高・ 低値 

年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 

高 376.03 371.77 264.33 418.96 525.15 

低 226.50 213.03 194.78 116.78 371.85 

近６ヶ月の 

月別 高・ 低値 

年 
2022年 

４月 

2022年 

５月 

2022年 

６月 

2022年 

７月 

2022年 

８月 

2022年 

９月 

高 349.80 328.10 323.03 269.60 283.36 259.82 

低 313.96 298.65 242.11 236.39 257.06 201.94 

出所：野村證券作成 

(注) 過去の推移は将来の成果の目安とはならない。 

 

４．韓国総合株価指数200（先物）・インバースインデックスの過去の推移 

近５年間の 

年別 高・ 低値 

年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 

高 887.36 890.83 911.02 1,121.14 531.65 

低 689.12 686.00 765.93 523.75 454.61 

近６ヶ月の 

月別 高・ 低値 

年 
2022年 

４月 

2022年 

５月 

2022年 

６月 

2022年 

７月 

2022年 

８月 

2022年 

９月 

高 564.67 577.14 634.44 639.36 614.16 686.14 

低 534.02 549.77 552.47 599.40 584.21 605.98 

出所：野村證券作成 

(注) 過去の推移は将来の成果の目安とはならない。 
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５．日経・JPX金レバレッジ指数の過去の推移 

近５年間の 

年別 高・ 低値 

年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 

高 16,844.20 17,349.46 21,413.13 36,165.67 33,693.02 

低 14,437.73 13,224.51 15,228.30 19,075.25 25,256.59 

近６ヶ月の 

月別 高・ 低値 

年 
2022年 

４月 

2022年 

５月 

2022年 

６月 

2022年 

７月 

2022年 

８月 

2022年 

９月 

高 47,094.97 44,178.78 45,881.03 44,172.83 42,358.09 44,277.14 

低 40,764.64 39,601.89 40,917.80 39,731.09 39,076.79 40,076.90 

出所：野村證券作成 

(注) 過去の推移は将来の成果の目安とはならない。 

 

６．日経・JPX金インバース指数の過去の推移 

近５年間の 

年別 高・ 低値 

年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 

高 6,114.68 6,317.04 5,865.28 5,112.78 4,247.21 

低 5,639.84 5,546.42 4,888.43 3,628.89 3,626.40 

近６ヶ月の 

月別 高・ 低値 

年 
2022年 

４月 

2022年 

５月 

2022年 

６月 

2022年 

７月 

2022年 

８月 

2022年 

９月 

高 3,260.66 3,297.06 3,240.66 3,271.49 3,297.44 3,246.73 

低 3,030.01 3,125.19 3,056.92 3,109.71 3,165.28 3,092.80 

出所：野村證券作成 

(注) 過去の推移は将来の成果の目安とはならない。 

 

７．日経・JPX原油レバレッジ指数の過去の推移 

近５年間の 

年別 高・ 低値 

年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 

高 2,062.91 3,834.26 2,708.95 2,336.99 1,307.79 

低 1,031.06 1,208.97 1,432.64 149.37 395.31 

近６ヶ月の 

月別 高・ 低値 

年 
2022年 

４月 

2022年 

５月 

2022年 

６月 

2022年 

７月 

2022年 

８月 

2022年 

９月 

高 2,564.53 2,739.01 3,247.08 2,662.80 2,570.40 2,378.00 

低 2,002.05 2,258.40 2,416.48 2,003.44 2,056.13 1,908.52 

出所：野村證券作成 

(注) 過去の推移は将来の成果の目安とはならない。 

 

８．日経・JPX原油インバース指数の過去の推移 

近５年間の 

年別 高・ 低値 

年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 

高 8,021.12 6,315.45 5,578.41 7,784.36 3,360.20 

低 5,450.03 3,763.64 4,009.02 3,287.23 1,643.32 

近６ヶ月の 

月別 高・ 低値 

年 
2022年 

４月 

2022年 

５月 

2022年 

６月 

2022年 

７月 

2022年 

８月 

2022年 

９月 

高 1,099.79 1,009.44 955.05 1,018.07 974.84 990.67 

低 962.98 910.88 832.29 900.43 865.25 897.02 

出所：野村證券作成 

(注) 過去の推移は将来の成果の目安とはならない。 
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９．ダウ・ジョーンズ工業株価平均レバレッジ（２倍）・インデックス（円ヘッジ・プライスリターン）の過去の推移 

近５年間の 

年別 高・ 低値 

年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 

高 2,209.55 2,516.59 2,557.92 2,704.76 3,473.29 

低 1,442.29 1,587.43 1,707.93 967.14 2,380.04 

近６ヶ月の 

月別 高・ 低値 

年 
2022年 

４月 

2022年 

５月 

2022年 

６月 

2022年 

７月 

2022年 

８月 

2022年 

９月 

高 3,196.17 2,959.52 2,801.11 2,665.85 2,875.48 2,564.33 

低 2,776.64 2,486.06 2,225.78 2,331.02 2,430.92 1,981.78 

出所：野村證券作成 

(注) 過去の推移は将来の成果の目安とはならない。 

 

10．ダウ・ジョーンズ工業株価平均 インバース（－１倍）・インデックス（円ヘッジ・トータルリターン）の過去の推移 

近５年間の 

年別 高・ 低値 

年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 

高 411.02 355.69 341.05 386.32 218.66 

低 322.40 293.31 265.96 214.63 173.99 

近６ヶ月の 

月別 高・ 低値 

年 
2022年 

４月 

2022年 

５月 

2022年 

６月 

2022年 

７月 

2022年 

８月 

2022年 

９月 

高 190.36 199.57 209.08 203.57 197.30 216.91 

低 178.28 184.16 187.46 189.83 182.41 191.80 

出所：野村證券作成 

(注) 過去の推移は将来の成果の目安とはならない。 

 

11．東証マザーズ指数の過去の推移 

近５年間の 

年別 高・ 低値 

年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 

高 1,234.02 1,355.55 967.92 1,365.49 1,320.73 

低 955.09 757.02 824.20 557.86 948.28 

近６ヶ月の 

月別 高・ 低値 

年 
2022年 

４月 

2022年 

５月 

2022年 

６月 

2022年 

７月 

2022年 

８月 

2022年 

９月 

高 842.01 691.84 699.12 718.55 761.92 753.90 

低 694.33 620.63 615.35 646.29 708.97 688.46 

出所：野村證券作成 

(注) 過去の推移は将来の成果の目安とはならない。 

 

12．STOXX アセアン好配当50（円、ネットリターン）の過去の推移 

近５年間の 

年別 高・ 低値 

年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 

高 5,842.81 6,192.48 5,876.87 5,749.65 6,189.78 

低 4,558.10 5,254.96 5,080.21 3,517.58 5,168.56 

近６ヶ月の 

月別 高・ 低値 

年 
2022年 

４月 

2022年 

５月 

2022年 

６月 

2022年 

７月 

2022年 

８月 

2022年 

９月 

高 7,174.66 7,198.79 7,199.98 6,919.22 7,310.87 7,576.03 

低 6,945.53 6,716.81 6,700.74 6,613.68 6,782.51 7,062.74 

出所：野村證券作成 

(注) 過去の推移は将来の成果の目安とはならない。 
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13．S&P500 配当貴族指数(課税後配当込み)の過去の推移 

近５年間の 

年別 高・ 低値 

年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 

高 487.99 524.51 597.95 645.54 804.44 

低 403.93 443.47 458.25 388.46 630.89 

近６ヶ月の 

月別 高・ 低値 

年 
2022年 

４月 

2022年 

５月 

2022年 

６月 

2022年 

７月 

2022年 

８月 

2022年 

９月 

高 803.05 776.48 758.55 750.00 783.25 753.53 

低 753.04 720.58 676.54 698.90 728.82 661.05 

出所：野村證券作成 

(注) 過去の推移は将来の成果の目安とはならない。 

 

14．S&P シンガポールREIT指数(課税後配当込み)の過去の推移 

近５年間の 

年別 高・ 低値 

年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 

高 593.80 604.85 721.44 762.78 741.64 

低 465.01 553.28 573.28 476.26 668.09 

近６ヶ月の 

月別 高・ 低値 

年 
2022年 

４月 

2022年 

５月 

2022年 

６月 

2022年 

７月 

2022年 

８月 

2022年 

９月 

高 749.48 734.99 719.34 724.84 733.24 718.83 

低 730.27 691.79 689.66 692.96 702.97 643.26 

出所：野村證券作成 

(注) 過去の推移は将来の成果の目安とはならない。 

 

15．Nifty50 レバレッジ(2倍)インデックス(プライスリターン)の過去の推移 

近５年間の 

年別 高・ 低値 

年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 

高 4,617.15 5,467.50 5,440.90 6,069.20 10,131.75 

低 2,977.00 3,930.25 4,172.95 1,933.80 5,744.50 

近６ヶ月の 

月別 高・ 低値 

年 
2022年 

４月 

2022年 

５月 

2022年 

６月 

2022年 

７月 

2022年 

８月 

2022年 

９月 

高 9,351.85 8,319.05 7,832.80 8,245.55 9,002.80 9,067.60 

低 8,217.50 7,092.85 6,602.50 6,985.95 8,350.20 7,824.50 

出所：野村證券作成 

(注) 過去の推移は将来の成果の目安とはならない。 

 

16．Nifty50 デイリーインバースインデックス(トータルリターン)の過去の推移 

近５年間の 

年別 高・ 低値 

年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 

高 456.05 396.10 381.20 519.00 279.90 

低 367.90 337.25 334.05 272.85 205.95 

近６ヶ月の 

月別 高・ 低値 

年 
2022年 

４月 

2022年 

５月 

2022年 

６月 

2022年 

７月 

2022年 

８月 

2022年 

９月 

高 223.40 239.75 246.30 239.25 218.15 225.05 

低 209.70 221.90 226.70 219.80 210.15 209.25 

出所：野村證券作成 

(注) 過去の推移は将来の成果の目安とはならない。 
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17．野村日本株高配当70・米ドルヘッジ指数（ネットトータルリターン）の過去の推移 

近５年間の 

年別 高・ 低値 

年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 

高 45,782.80 47,746.38 44,874.06 44,346.51 49,647.93 

低 36,706.29 37,031.05 36,732.76 30,206.25 38,674.20 

近６ヶ月の 

月別 高・ 低値 

年 
2022年 

４月 

2022年 

５月 

2022年 

６月 

2022年 

７月 

2022年 

８月 

2022年 

９月 

高 50,303.99 50,595.97 52,111.33 51,507.35 52,734.72 53,014.16 

低 48,202.59 48,969.60 49,794.49 49,481.69 50,356.21 50,119.63 

出所：野村證券作成 

(注) 過去の推移は将来の成果の目安とはならない。 

 

18．S&P/JPX 配当貴族指数（米ドルヘッジ、課税後配当込み）の過去の推移 

近５年間の 

年別 高・ 低値 

年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 

高 278.681 288.258 281.344 278.637 322.778 

低 219.578 225.787 225.218 194.636 261.267 

近６ヶ月の 

月別 高・ 低値 

年 
2022年 

４月 

2022年 

５月 

2022年 

６月 

2022年 

７月 

2022年 

８月 

2022年 

９月 

高 319.158 319.382 326.598 332.660 335.854 339.735 

低 306.182 309.938 313.988 320.642 322.143 325.433 

出所：野村證券作成 

(注) 過去の推移は将来の成果の目安とはならない。 

 

19．税引後配当込東証REIT米ドルヘッジ指数の過去の推移 

近５年間の 

年別 高・ 低値 

年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 

高 3,847.177 4,172.403 5,471.260 5,536.668 5,700.644 

低 3,423.293 3,591.120 4,033.305 2,884.009 4,482.509 

近６ヶ月の 

月別 高・ 低値 

年 
2022年 

４月 

2022年 

５月 

2022年 

６月 

2022年 

７月 

2022年 

８月 

2022年 

９月 

高 5,383.878 5,375.312 5,421.583 5,468.022 5,564.628 5,549.869 

低 5,252.651 5,186.747 5,054.823 5,234.429 5,433.569 5,246.200 

出所：野村證券作成 

(注) 過去の推移は将来の成果の目安とはならない。 

 

20．野村AIビジネス70（配当課税考慮済指数）の過去の推移 

近５年間の 

年別 高・ 低値 

年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 

高 36,675.01 38,373.24 34,441.74 34,553.13 41,869.65 

低 28,581.10 28,161.23 29,208.32 23,397.85 33,320.78 

近６ヶ月の 

月別 高・ 低値 

年 
2022年 

４月 

2022年 

５月 

2022年 

６月 

2022年 

７月 

2022年 

８月 

2022年 

９月 

高 40,392.95 40,780.25 42,447.04 41,379.55 42,310.47 42,379.04 

低 38,704.99 38,946.25 39,364.24 39,479.63 40,667.76 39,201.36 

出所：野村證券作成 

(注) 過去の推移は将来の成果の目安とはならない。 
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21．野村日本株高ベータ・セレクト30（配当課税考慮済指数）の過去の推移 

近５年間の 

年別 高・ 低値 

年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 

高 24,082.17 25,957.90 19,494.79 23,226.87 29,726.88 

低 17,666.71 16,457.87 15,835.26 12,760.43 23,236.82 

近６ヶ月の 

月別 高・ 低値 

年 
2022年 

４月 

2022年 

５月 

2022年 

６月 

2022年 

７月 

2022年 

８月 

2022年 

９月 

高 28,932.11 29,787.56 31,227.54 29,132.25 30,518.34 30,117.14 

低 26,809.21 27,416.90 27,825.07 27,380.90 28,710.83 27,273.36 

出所：野村證券作成 

(注) 過去の推移は将来の成果の目安とはならない。 

 

22．野村日本株低ベータ・セレクト50（配当課税考慮済指数）の過去の推移 

近５年間の 

年別 高・ 低値 

年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 

高 26,078.87 27,725.06 27,826.69 27,823.84 31,977.30 

低 21,746.35 22,879.73 23,361.87 20,871.32 26,253.31 

近６ヶ月の 

月別 高・ 低値 

年 
2022年 

４月 

2022年 

５月 

2022年 

６月 

2022年 

７月 

2022年 

８月 

2022年 

９月 

高 31,313.77 30,702.68 30,985.50 31,856.68 32,400.67 32,127.34 

低 30,342.61 29,404.06 29,262.06 29,962.73 31,222.68 30,397.87 

出所：野村證券作成 

(注) 過去の推移は将来の成果の目安とはならない。 

 

23．ファクトセット・グローバル・ニッチトップ・ジャパンエンタープライズ指数（課税後配当込み）の過去の推移 

近５年間の 

年別 高・ 低値 

年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 

高 1,748.22 1,820.28 1,684.41 1,670.68 2,065.67 

低 1,295.05 1,279.74 1,345.49 1,083.17 1,611.98 

近６ヶ月の 

月別 高・ 低値 

年 
2022年 

４月 

2022年 

５月 

2022年 

６月 

2022年 

７月 

2022年 

８月 

2022年 

９月 

高 1,872.05 1,874.97 1,932.64 1,941.42 1,976.93 1,988.17 

低 1,780.09 1,800.10 1,787.61 1,825.64 1,901.83 1,873.36 

出所：野村證券作成 

(注) 過去の推移は将来の成果の目安とはならない。 
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第五部【提出会社の保証会社等の情報】 

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】 

１【当該会社の情報の開示を必要とする理由】 

当該会社は各本受益権に保証を付すものではないが、各本受益権に係る受託有価証券である本外国指

標連動証券には当該会社による保証が付されるため、当該会社の情報の開示を必要とする。 

 

２【継続開示会社たる当該会社に関する事項】 

本外国指標連動証券に係る保証会社である野村ホールディングス株式会社は、継続開示会社である。 

（１）【当該会社が提出した書類】 

①【有価証券報告書及びその添付書類】 

事業年度（第118期）（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日） 

2022年６月24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（第119期第３四半期）（自 2022年10月１日 至 2022年12月31日） 

2023年２月14日 関東財務局長に提出 

 

③【臨時報告書】 

①の有価証券報告書提出後、本訂正届出書提出日（2023年３月６日）までに、2023年３月３日 

関東財務局長に提出（提出理由：金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関

する内閣府令第19条第２項第９号） 

 

④【訂正報告書】 

該当事項なし。 

 

（２）【上記書類を縦覧に供している場所】 

 

名    称  所  在  地 

野村ホールディングス株式会社本店 

株式会社東京証券取引所 

株式会社名古屋証券取引所 

 東京都中央区日本橋一丁目13番１号 

東京都中央区日本橋兜町２番１号 

名古屋市中区栄三丁目８番20号 

 

-637-



３【継続開示会社に該当しない当該会社に関する事項】 

該当事項なし。  
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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】 

各本受益権に係る受託有価証券である本外国指標連動証券は、償還額がそれぞれ本指数の水準により

決定されるため、これらの指数についての開示を必要とする。 

 

２【当該指数等の推移】 

 

(1) ハンセン指数・レバレッジインデックスの過去の推移 

最近５年間の 

年別最高・最低値 

年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 

最高 25,374.67 30,841.69 24,080.11 21,620.88 23,103.58 

最低 14,011.07 16,327.56 16,665.33 11,776.79 11,890.75 

最近６ヶ月の 

月別最高・最低値 

年 
2022年 

３月 

2022年 

４月 

2022年 

５月 

2022年 

６月 

2022年 

７月 

2022年 

８月 

最高 11,791.45 11,234.38 10,025.66 10,917.73 10,366.37 8,807.54 

最低 7,637.70 8,721.82 8,257.30 9,464.56 8,779.59 7,992.85 

出所：野村證券作成 

 

(2) ハンセン指数・ショートインデックスの過去の推移 

最近５年間の 

年別最高・最低値 

年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 

最高 7,015.23 5,670.84 5,524.01 6,056.80 5,047.12 

最低 4,929.88 4,447.28 4,563.88 4,518.82 3,935.67 

最近６ヶ月の 

月別最高・最低値 

年 
2022年 

３月 

2022年 

４月 

2022年 

５月 

2022年 

６月 

2022年 

７月 

2022年 

８月 

最高 6,096.37 5,531.51 5,643.01 5,144.36 5,235.76 5,460.63 

最低 4,966.76 4,903.56 5,047.70 4,765.99 4,861.61 5,209.16 

出所：野村證券作成 

 

(3) 韓国総合株価指数200・レバレッジインデックスの過去の推移 

最近５年間の 

年別最高・最低値 

年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 

最高 376.03 371.77 264.33 418.96 525.15 

最低 226.50 213.03 194.78 116.78 371.85 

最近６ヶ月の 

月別最高・最低値 

年 
2022年 

３月 

2022年 

４月 

2022年 

５月 

2022年 

６月 

2022年 

７月 

2022年 

８月 

最高 355.22 349.80 328.10 323.03 269.60 283.36 

最低 321.46 313.96 298.65 242.11 236.39 257.06 

出所：野村證券作成 
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(4) 韓国総合株価指数200（先物）・インバースインデックスの過去の推移 

最近５年間の 

年別最高・最低値 

年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 

最高 887.36 890.83 911.02 1,121.14 531.65 

最低 689.12 686.00 765.93 523.75 454.61 

最近６ヶ月の 

月別最高・最低値 

年 
2022年 

３月 

2022年 

４月 

2022年 

５月 

2022年 

６月 

2022年 

７月 

2022年 

８月 

最高 562.71 564.67 577.14 634.44 639.36 614.16 

最低 533.69 534.02 549.77 552.47 599.40 584.21 

出所：野村證券作成 

 

(5) 日経・JPX金レバレッジ指数の過去の推移 

最近５年間の 

年別最高・最低値 

年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 

最高 16,844.20 17,349.46 21,413.13 36,165.67 33,693.02 

最低 14,437.73 13,224.51 15,228.30 19,075.25 25,256.59 

最近６ヶ月の 

月別最高・最低値 

年 
2022年 

３月 

2022年 

４月 

2022年 

５月 

2022年 

６月 

2022年 

７月 

2022年 

８月 

最高 41,775.57 47,094.97 44,178.78 45,881.03 44,172.83 42,358.09 

最低 35,426.76 40,764.64 39,601.89 40,917.80 39,731.09 39,076.79 

出所：野村證券作成 

 

(6) 日経・JPX金インバース指数の過去の推移 

最近５年間の 

年別最高・最低値 

年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 

最高 6,114.68 6,317.04 5,865.28 5,112.78 4,247.21 

最低 5,639.84 5,546.42 4,888.43 3,628.89 3,626.40 

最近６ヶ月の 

月別最高・最低値 

年 
2022年 

３月 

2022年 

４月 

2022年 

５月 

2022年 

６月 

2022年 

７月 

2022年 

８月 

最高 3,518.72 3,260.66 3,297.06 3,240.66 3,271.49 3,297.44 

最低 3,222.45 3,030.01 3,125.19 3,056.92 3,109.71 3,165.28 

出所：野村證券作成 

 

(7) 日経・JPX原油レバレッジ指数の過去の推移 

最近５年間の 

年別最高・最低値 

年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 

最高 2,062.91 3,834.26 2,708.95 2,336.99 1,307.79 

最低 1,031.06 1,208.97 1,432.64 149.37 395.31 

最近６ヶ月の 

月別最高・最低値 

年 
2022年 

３月 

2022年 

４月 

2022年 

５月 

2022年 

６月 

2022年 

７月 

2022年 

８月 

最高 2,533.08 2,564.53 2,739.01 3,247.08 2,662.80 2,570.40 

最低 1,639.37 2,002.05 2,258.40 2,416.48 2,003.44 2,056.13 

出所：野村證券作成 
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(8) 日経・JPX原油インバース指数の過去の推移 

最近５年間の 

年別最高・最低値 

年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 

最高 8,021.12 6,315.45 5,578.41 7,784.36 3,360.20 

最低 5,450.03 3,763.64 4,009.02 3,287.23 1,643.32 

最近６ヶ月の 

月別最高・最低値 

年 
2022年 

３月 

2022年 

４月 

2022年 

５月 

2022年 

６月 

2022年 

７月 

2022年 

８月 

最高 1,365.65 1,099.79 1,009.44 955.05 1,018.07 974.84 

最低 1,021.91 962.98 910.88 832.29 900.43 865.25 

出所：野村證券作成 

 

(9) ダウ・ジョーンズ工業株価平均レバレッジ指数の過去の推移 

最近５年間の 

年別最高・最低値 

年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 

最高 2,209.55 2,516.59 2,557.92 2,704.76 3,473.29 

最低 1,442.29 1,587.43 1,707.93 967.14 2,380.04 

最近６ヶ月の 

月別最高・最低値 

年 
2022年 

３月 

2022年 

４月 

2022年 

５月 

2022年 

６月 

2022年 

７月 

2022年 

８月 

最高 3,234.25 3,196.17 2,959.52 2,801.11 2,665.85 2,875.48 

最低 2,757.58 2,776.64 2,486.06 2,225.78 2,331.02 2,430.92 

出所：野村證券作成 

 

(10) ダウ・ジョーンズ工業株価平均インバース指数の過去の推移 

最近５年間の 

年別最高・最低値 

年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 

最高 411.02 355.69 341.05 386.32 218.66 

最低 322.40 293.31 265.96 214.63 173.99 

最近６ヶ月の 

月別最高・最低値 

年 
2022年 

３月 

2022年 

４月 

2022年 

５月 

2022年 

６月 

2022年 

７月 

2022年 

８月 

最高 193.06 190.36 199.57 209.08 203.57 197.30 

最低 177.56 178.28 184.16 187.46 189.83 182.41 

出所：野村證券作成 

 

(11) 東証マザーズ指数の過去の推移 

最近５年間の 

年別最高・最低値 

年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 

最高 1,234.02 1,355.55 967.92 1,365.49 1,320.73 

最低 955.09 757.02 824.20 557.86 948.28 

最近６ヶ月の 

月別最高・最低値 

年 
2022年 

３月 

2022年 

４月 

2022年 

５月 

2022年 

６月 

2022年 

７月 

2022年 

８月 

最高 790.30 842.01 691.84 699.12 718.55 761.92 

最低 667.47 694.33 620.63 615.35 646.29 708.97 

出所：野村證券作成 
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(12) STOXX アセアン好配当50（円、ネットリターン）の過去の推移 

最近５年間の 

年別最高・最低値 

年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 

最高 5,842.81 6,192.48 5,876.87 5,749.65 6,189.78 

最低 4,558.10 5,254.96 5,080.21 3,517.58 5,168.56 

最近６ヶ月の 

月別最高・最低値 

年 
2022年 

３月 

2022年 

４月 

2022年 

５月 

2022年 

６月 

2022年 

７月 

2022年 

８月 

最高 7,014.88 7,174.66 7,198.79 7,199.98 6,919.22 7,310.87 

最低 6,158.37 6,945.53 6,716.81 6,700.74 6,613.68 6,782.51 

出所：野村證券作成 

 

(13) S&P500 配当貴族指数(課税後配当込み)の過去の推移 

最近５年間の 

年別最高・最低値 

年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 

最高 487.99 524.51 597.95 645.54 804.44 

最低 403.93 443.47 458.25 388.46 630.89 

最近６ヶ月の 

月別最高・最低値 

年 
2022年 

３月 

2022年 

４月 

2022年 

５月 

2022年 

６月 

2022年 

７月 

2022年 

８月 

最高 790.11 803.05 776.48 758.55 750.00 783.25 

最低 736.58 753.04 720.58 676.54 698.90 728.82 

出所：野村證券作成 

 

(14) S&P シンガポールREIT指数(課税後配当込み)の過去の推移 

最近５年間の 

年別最高・最低値 

年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 

最高 593.80 604.85 721.44 762.78 741.64 

最低 465.01 553.28 573.28 476.26 668.09 

最近６ヶ月の 

月別最高・最低値 

年 
2022年 

３月 

2022年 

４月 

2022年 

５月 

2022年 

６月 

2022年 

７月 

2022年 

８月 

最高 743.46 749.48 734.99 719.34 724.84 733.24 

最低 698.91 730.27 691.79 689.66 692.96 702.97 

出所：野村證券作成 

 

(15) Nifty50 レバレッジ(2倍)インデックス(プライスリターン)の過去の推移 

最近５年間の 

年別最高・最低値 

年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 

最高 4,617.15 5,467.50 5,440.90 6,069.20 10,131.75 

最低 2,977.00 3,930.25 4,172.95 1,933.80 5,744.50 

最近６ヶ月の 

月別最高・最低値 

年 
2022年 

３月 

2022年 

４月 

2022年 

５月 

2022年 

６月 

2022年 

７月 

2022年 

８月 

最高 8,795.00 9,351.85 8,319.05 7,832.80 8,245.55 9,002.80 

最低 7,259.35 8,217.50 7,092.85 6,602.50 6,985.95 8,350.20 

出所：野村證券作成 
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(16) Nifty50 デイリーインバースインデックス(トータルリターン)の過去の推移 

最近５年間の 

年別最高・最低値 

年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 

最高 456.05 396.10 381.20 519.00 279.90 

最低 367.90 337.25 334.05 272.85 205.95 

最近６ヶ月の 

月別最高・最低値 

年 
2022年 

３月 

2022年 

４月 

2022年 

５月 

2022年 

６月 

2022年 

７月 

2022年 

８月 

最高 238.70 223.40 239.75 246.30 239.25 218.15 

最低 216.40 209.70 221.90 226.70 219.80 210.15 

出所：野村證券作成 

 

(17) 野村日本株高配当70・米ドルヘッジ指数（ネットトータルリターン）の過去の推移 

最近５年間の 

年別最高・最低値 

年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 

最高 45,782.80 47,746.38 44,874.06 44,346.51 49,647.93 

最低 36,706.29 37,031.05 36,732.76 30,206.25 38,674.20 

最近６ヶ月の 

月別最高・最低値 

年 
2022年 

３月 

2022年 

４月 

2022年 

５月 

2022年 

６月 

2022年 

７月 

2022年 

８月 

最高 50,999.81 50,303.99 50,595.97 52,111.33 51,507.35 52,734.72 

最低 45,283.17 48,202.59 48,969.60 49,794.49 49,481.69 50,356.21 

出所：野村證券作成 

 

(18) S&P/JPX 配当貴族指数（米ドルヘッジ、課税後配当込み）の過去の推移 

最近５年間の 

年別最高・最低値 

年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 

最高 278.681 288.258 281.344 278.637 322.778 

最低 219.578 225.787 225.218 194.636 261.267 

最近６ヶ月の 

月別最高・最低値 

年 
2022年 

３月 

2022年 

４月 

2022年 

５月 

2022年 

６月 

2022年 

７月 

2022年 

８月 

最高 322.083 319.158 319.382 326.598 332.660 335.854 

最低 292.716 306.182 309.938 313.988 320.642 322.143 

出所：野村證券作成 

 

(19) 税引後配当込東証REIT米ドルヘッジ指数の過去の推移 

最近５年間の 

年別最高・最低値 

年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 

最高 3,847.177 4,172.403 5,471.260 5,536.668 5,700.644 

最低 3,423.293 3,591.120 4,033.305 2,884.009 4,482.509 

最近６ヶ月の 

月別最高・最低値 

年 
2022年 

３月 

2022年 

４月 

2022年 

５月 

2022年 

６月 

2022年 

７月 

2022年 

８月 

最高 5,370.221 5,383.878 5,375.312 5,421.583 5,468.022 5,564.628 

最低 4,915.442 5,252.651 5,186.747 5,054.823 5,234.429 5,433.569 

出所：野村證券作成 
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(20) 野村AIビジネス70（配当課税考慮済指数）の過去の推移 

最近５年間の 

年別最高・最低値 

年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 

最高 36,675.01 38,373.24 34,441.74 34,553.13 41,869.65 

最低 28,581.10 28,161.23 29,208.32 23,397.85 33,320.78 

最近６ヶ月の 

月別最高・最低値 

年 
2022年 

３月 

2022年 

４月 

2022年 

５月 

2022年 

６月 

2022年 

７月 

2022年 

８月 

最高 40,899.84 40,392.95 40,780.25 42,447.04 41,379.55 42,310.47 

最低 35,806.38 38,704.99 38,946.25 39,364.24 39,479.63 40,667.76 

出所：野村證券作成 

 

(21) 野村日本株高ベータ・セレクト30（配当課税考慮済指数）の過去の推移 

最近５年間の 

年別最高・最低値 

年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 

最高 24,082.17 25,957.90 19,494.79 23,226.87 29,726.88 

最低 17,666.71 16,457.87 15,835.26 12,760.43 23,236.82 

最近６ヶ月の 

月別最高・最低値 

年 
2022年 

３月 

2022年 

４月 

2022年 

５月 

2022年 

６月 

2022年 

７月 

2022年 

８月 

最高 29,441.81 28,932.11 29,787.56 31,227.54 29,132.25 30,518.34 

最低 25,384.19 26,809.21 27,416.90 27,825.07 27,380.90 28,710.83 

出所：野村證券作成 

 

(22) 野村日本株低ベータ・セレクト50（配当課税考慮済指数）の過去の推移 

最近５年間の 

年別最高・最低値 

年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 

最高 26,078.87 27,725.06 27,826.69 27,823.84 31,977.30 

最低 21,746.35 22,879.73 23,361.87 20,871.32 26,253.31 

最近６ヶ月の 

月別最高・最低値 

年 
2022年 

３月 

2022年 

４月 

2022年 

５月 

2022年 

６月 

2022年 

７月 

2022年 

８月 

最高 31,548.71 31,313.77 30,702.68 30,985.50 31,856.68 32,400.67 

最低 28,798.51 30,342.61 29,404.06 29,262.06 29,962.73 31,222.68 

出所：野村證券作成 

 

(23) ファクトセット・グローバル・ニッチトップ・ジャパンエンタープライズ指数（課税後配当込み）

の過去の推移 

最近５年間の 

年別最高・最低値 

年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 

最高 1,748.22 1,820.28 1,684.41 1,670.68 2,065.67 

最低 1,295.05 1,279.74 1,345.49 1,083.17 1,611.98 

最近６ヶ月の 

月別最高・最低値 

年 
2022年 

３月 

2022年 

４月 

2022年 

５月 

2022年 

６月 

2022年 

７月 

2022年 

８月 

最高 1,877.98 1,872.05 1,874.97 1,932.64 1,941.42 1,976.93 

最低 1,690.43 1,780.09 1,800.10 1,787.61 1,825.64 1,901.83 

出所：野村證券作成 
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第六部【特別情報】 

【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】 

 

 該当事項なし。 
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