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（課税前・インドルピーベース）
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利率

年

（課税後・インドルピーベース 年

4.502%）

課税後の利率は、
20.315%の税金が差し引かれた利率であり、
小数点以下第3位未満を切り捨てて表示しています。

世界銀行

インドルピー建債券

2021年8月5日満期 円決済型
（サステナブル・ディベロップメント・ボンド）
2018年7月2日(月)

7月27日(金)

お申込みメモ
★発 行 者 … 世界銀行
★売出価格 … 額面金額の100.00％
★お申込単位 … 額面500,000インドルピー以上
100,000インドルピー単位

★受 渡 日 … 2018年7月31日（火）
★利 払 日 …（年2回）毎年2月5日/8月5日
★償 還 日 … 2021年8月5日
★格
付 … Aaa(Moody's)．AAA(S&P)
2018年6月21日現在

※500,000インドルピーは、日本円に換算して約83万円程度。
（500,000インドルピー×1.670円＝835,000円）
なお、
実際の購入金額は、日々変動しますので、
お取引店にご照会ください。
※本信用格付は、本邦において信用格付業者として登録していない格付業者が付与した格付です。
詳しくは、「無登録格付に関する説明書」をご確認ください。
※利息・償還金のお支払いは原則、利払日・償還日の翌営業日以降となります。
なお、
インド共和国には毎年変動する祝日があり、利払日・償還日と重なった場合は、祝日後の利払い・償還となります。
※初回の利払日は、
2019年2月5日です。
※本債券は、
インドルピー建てで発行されますが、
元利金はすべて円貨で決済されます。
※本債券の販売数量には上限があり、完売となった場合は、売出期間内であってもお買付いただけない場合があります。

重要事項の説明
暫信用リスク
暫価格変動リスク
暫為替変動リスク
暫流動性リスク
暫カントリーリスク

本債券の利息および償還金の支払いは発行者の義務となっております。
発行者の財務状況の悪化等により発行者
が本債券の利息または償還金を支払わず、
または支払うことができない場合には、
投資家は損失を被りまたは投資
元本を割り込むことがあります。
償還前の本債券の価格は、
金利の変動、
発行者の経営・財務状況の変化および発行者に関する外部評価の変化
（例
えば格付業者による格付の変更）
等により変動しますので、
償還前に売却する場合には投資元本を割り込むことが
あります。
本債券はインドルピーをもって表示され、
元利金の額もインドルピーで表示されますが、
その支払いは支払時の一定
の相場に基づき換算された円によって行なわれるため、
外国為替相場の変動により円で換算した場合の支払額が
その影響を受けます。
また、
これにより、
円換算した償還価額または売却価額が投資元本を割り込むことがあります。
流動性や市場性が乏しいものについては、
償還前の売却が困難であり、
このことが売却価格に悪影響を及ぼすお
それがあります。
通貨当事国の政治情勢等の影響を受け、
損失を被ることがあります。

手数料等諸費用について
本債券のお取引は、
主に募集・売出し等や、
当社が直接の相手方となる等の方法により行なうため、
購入対価のみをお支払いいただきます。
本債券の売買時の為替レートは、
外国為替市場の動向をふまえて当社が決定いたします。
1インドルピーあたりの為替手数料
（スプレッド）
は小口中口とも、
片道0.06円です。
本債券の利金及び償還金は、
当初定められた取決めに従って計算された円貨金額によるものといたします。
個人のお客様の場合、
特定公社債の利子については20.315％の税金が源泉徴収された後、
申告不要または申告分離課税のいずれかを
選択できます。
譲渡損益および償還差損益は20.315％の申告分離課税の対象となり、
上場株式等
（特定公社債等を含む）
の利子、
配当等
および譲渡損益等との損益通算が可能です。
また、
控除しきれない譲渡損失および償還差損は確定申告により翌年以降３年間の繰越控除
の適用を受けることができます。
将来、
税制が変更された場合は取扱いが異なる可能性がありますので、
ご留意ください。

ご購入に際しましては、
｢販売説明書｣および｢契約締結前交付書面｣をよくお読みください。

販売説明書のご請求・お申込みは・・・
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ㄝ᫂㛵㐃ࠖᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
࣒࣮ࢹ࣮ࢬ࣭ࣥ࣋ࢫࢱ࣮ࢬ࣭
ࢧ࣮ࣅࢫ࣭ࣥࢡ㸦௨ୗࠊ
ࠕ࣒࣮ࢹ
࣮ࢬࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࡢಙ⏝᱁ࡣࠊᴗ
యࠊಙዎ⣙ࠊമົཪࡣമົ㢮ఝド
ๆࡢᑗ᮶ࡢ┦ᑐⓗಙ⏝ࣜࢫࢡࡘ࠸
࡚ࡢࠊ⌧Ⅼࡢពぢ࡛ࡍࠋ࣒࣮ࢹ
࣮ࢬࡣࠊಙ⏝ࣜࢫࢡࢆࠊᴗయࡀዎ
⣙ୖ࣭㈈ົୖࡢ⩏ົࢆᮇ᪥ᒚ⾜࡛
ࡁ࡞࠸ࣜࢫࢡཬࡧࢹࣇ࢛ࣝࢺ⏤ࡀ
Ⓨ⏕ࡋࡓሙྜぢ㎸ࡲࢀࡿ࠶ࡽࡺࡿ
✀ 㢮ࡢ㈈ ⏘ⓗᦆ ኻᐃ ⩏ࡋ࡚ ࠸ࡲ
ࡍࠋಙ⏝᱁ࡣࠊὶືᛶࣜࢫࢡࠊᕷ
ሙࣜࢫࢡࠊ౯᱁ኚືᛶཬࡧࡑࡢࡢ
ࣜࢫࢡࡘ࠸࡚ゝཬࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࠶
ࡾࡲࡏࢇࠋࡲࡓࠊಙ⏝᱁ࡣࠊᢞ㈨
ཪࡣ㈈ົ㛵ࡍࡿຓゝࢆᵓᡂࡍࡿࡶ
ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ≉ᐃࡢドๆࡢ㉎ධࠊ
༷ࠊཪࡣಖ᭷ࢆ᥎ዡࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࠶
ࡾࡲࡏࢇࠋ࣒࣮ࢹ࣮ࢬࡣࠊ࠸࡞
ࡿᙧᘧཪࡣ᪉ἲࡼࡗ࡚ࡶࠊࡇࢀࡽ
ࡢ᱁ⱝࡋࡃࡣࡑࡢࡢពぢཪࡣ
ሗࡢṇ☜ᛶࠊ㐺ᛶࠊᛶࠊၟရ
ᛶཬࡧ≉ᐃࡢ┠ⓗࡢ㐺ྜᛶࡘ࠸
࡚ࠊ᫂♧ⓗࠊ㯲♧ⓗࢆၥࢃࡎࠊ࠸
࡞ࡿಖドࡶ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡏࢇࠋ
࣒࣮ࢹ࣮ࢬࡣࠊಙ⏝᱁㛵ࡍ
ࡿಙ⏝ホ౯ࢆࠊⓎ⾜యࡽྲྀᚓࡋࡓ
ሗࠊබ⾲ሗࢆᇶ♏ࡋ࡚⾜ࡗ࡚
࠾ࡾࡲࡍࠋ࣒࣮ࢹ࣮ࢬࡣࠊࡇࢀࡽ
ࡢሗࡀ༑ศ࡞ရ㉁ࢆ᭷ࡋࠊࡲࡓࡑ
ࡢሗ※ࡀ࣒࣮ࢹ࣮ࢬࡗ࡚ಙ
㢗࡛ࡁࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ
ࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࠊ࡚ࡢᚲせ࡞ᥐ
⨨ࢆㅮࡌ࡚࠸ࡲࡍࠋࡋࡋࠊ࣒࣮ࢹ
࣮ࢬࡣ┘ᰝࢆ⾜࠺⪅࡛ࡣ࡞ࡃࠊ᱁
ࡢ㐣⛬࡛ཷ㡿ࡋࡓሗࡢṇ☜ᛶཬ
ࡧ᭷ຠᛶࡘ࠸࡚ᖖ⊂⮬ࡢ᳨ドࢆ
⾜࠺ࡇࡣ࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ

ࣇࢵࢳ࣭࣮ࣞࢸࣥࢢࢫ
࣭᱁♫ࢢ࣮ࣝࣉࡢ⛠㸸ࣇࢵ
ࢳ࣭࣮ࣞࢸࣥࢢࢫ㸦௨ୗࠕࣇࢵ
ࢳࠖ⛠ࡋࡲࡍࠋ
㸧
࣭ࢢ࣮ࣝࣉෆࡢಙ⏝᱁ᴗ⪅ࡢྡ⛠ཬ
ࡧⓏ㘓␒ྕ㸸ࣇࢵࢳ࣭࣮ࣞࢸࣥ
ࢢࢫ࣭ࢪࣕࣃࣥᰴᘧ♫㸦㔠⼥ᗇ㛗
ᐁ㸦᱁㸧➨㸵ྕ㸧
ࣇࢵࢳ࣭࣮ࣞࢸࣥࢢࢫ࣭ࢪࣕࣃࣥ
ᰴ ᘧ  ♫ ࡢ ࣍ ࣮ ࣒ ࣌ ࣮ ࢪ
㸦 https://www.fitchratings.co.jp/web
/㸧ࡢࠕつไ㛵㐃ࠖࢭࢡࢩࣙࣥ࠶ࡿࠕ᱁
᪉㔪➼ࡢᴫせࠖᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠾ࡾࡲ
ࡍࠋ

ࣇࢵࢳࡢ᱁ࡣࠊᡤᐃࡢ᱁ᇶ
‽࣭ᡭἲᇶ࡙ࡃពぢ࡛ࡍࠋ᱁ࡣࡑ
ࢀ⮬యࡀᐇࢆ⾲ࡍࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊṇ
☜ཪࡣṇ☜࡛࠶ࡿ⾲⌧ࡋᚓࡲࡏ
ࢇࠋಙ⏝᱁ࡣࠊಙ⏝ࣜࢫࢡ௨እࡢࣜ
ࢫࢡࢆ┤᥋ࡢᑐ㇟ࡣࡏࡎࠊ᱁ᑐ㇟
ドๆࡢᕷሙ౯᱁ࡢጇᙜᛶཪࡣᕷሙὶ
ືᛶࡘ࠸࡚ពぢࢆ㏙ࡿࡶࡢ࡛ࡣ
࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ᱁ࡣࣜࢫࢡࡢ┦ᑐⓗホ
౯࡛࠶ࡿࡓࡵࠊྠ୍࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡢ᱁
ࡀࡉࢀࡓࡋ࡚ࡶࠊࣜࢫࢡࡢᚤጁ
࡞ᕪ␗ࡣᚲࡎࡋࡶ༑ศᫎࡉࢀ࡞
࠸ሙྜࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋಙ⏝᱁ࡣࢹࣇ࢛
ࣝࢺࡍࡿ↛ᛶࡢ┦ᑐⓗᗎิ㛵ࡍ
ࡿពぢ࡛࠶ࡾࠊ≉ᐃࡢࢹࣇ࢛ࣝࢺ☜⋡
ࢆண ࡍࡿᣦᶆ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ
ࣇࢵࢳࡣࠊ᱁ࡢ࣭⥔ᣢ࠾
࠸࡚ࠊⓎ⾜య➼ಙ㢗㊊ࡿุ᩿ࡍࡿ
ሗ※ࡽධᡭࡍࡿᐇሗ౫ᣐ
ࡋ࡚࠾ࡾࠊᡤᐃࡢ᱁᪉ἲ๎ࡾࠊ
ࡿሗ㛵ࡍࡿㄪᰝཬࡧᙜヱドๆ
ࡘ࠸࡚ཪࡣᙜヱἲᇦ࠾࠸࡚⏝
࡛ࡁࡿሙྜࡣ⊂❧ࡋࡓሗ※ࡼࡿ
᳨ドࢆࠊྜ⌮ⓗ࡞⠊ᅖ࡛⾜࠸ࡲࡍࡀࠊ
᱁㛵ࡋ࡚౫ᣐࡍࡿሗཪࡣࡑ
ࡢ⏝⤖ᯝᑐࡍࡿṇ☜ᛶࠊᛶࠊ
㐺ᛶࡀಖドࡉࢀࡿࡶࡢ࡛ࡣ࠶ࡾࡲ
ࡏࢇࠋ࠶ࡿሗࡀഇཪࡣᙜ⾲♧ࢆ
ྵࡴࡇࡀุ᫂ࡋࡓሙྜࠊᙜヱሗ
㛵㐃ࡋࡓ᱁ࡣ㐺ษ࡛࡞࠸ሙྜࡀ࠶
ࡾࡲࡍࠋࡲࡓࠊ᱁ࡣࠊ⌧Ⅼࡢᐇ
ࡢ᳨ドࡶࢃࡽࡎࠊ᱁ཪࡣ
ᤣ⨨ணࡉࢀ࡞࠸ᑗ᮶ࡢ㇟ࡸ
≧ἣᙳ㡪ࡉࢀࡿࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
ಙ⏝᱁ࡢ๓ᥦࠊព⩏ཬࡧ㝈⏺ࡢヲ
⣽ࢃࡓࡿㄝ᫂ࡘ࠸࡚ࡣࠊࣇࢵࢳ
ࡢ᪥ᮏㄒ࢙࢘ࣈࢧࢺୖࡢࠕ᱁ཬࡧ
ࡑࡢࡢᙧែࡢពぢ㛵ࡍࡿᐃ⩏ࠖࢆ
ࡈཧ↷ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ࡇࡢሗࡣࠊᖹᡂ 29 ᖺ 4 ᭶ 1 ᪥ಙ㢗࡛ࡁࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿሗ※ࡽసᡂࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࡀࠊࡑࡢṇ☜ᛶ࣭ᛶࢆᙜ♫ࡀಖドࡍ
ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋヲࡋࡃࡣୖグ S&P ࢢ࣮ࣟࣂ࣭࣮ࣝࣞࢸࣥࢢ࣭ࢪࣕࣃࣥᰴᘧ♫ࠊ࣒࣮ࢹ࣮ࢬ࣭ࢪࣕࣃࣥᰴᘧ♫ཪࡣ
ࣇࢵࢳ࣭࣮ࣞࢸࣥࢢࢫ࣭ࢪࣕࣃࣥᰴᘧ♫ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆࡈぴࡃࡔࡉ࠸ࠋ

