
ブラジル・レアル建  新発債券のご案内

（注）利回り・利率はブラジル・レアルベースです（為替の考慮をしておりません。利金・償還金のお受取りは米ドルです）。 

約4年
期間 利回り

販売用資料

【利　　　率】 年8.12%

【売 出 価 格】 額面金額の100％

【お申込単位】 額面金額2万ブラジル・レアル以上、
 1万ブラジル・レアル単位
【売 出 期 間】 2010年7月6日
 ～2010年7月12日
【受　渡　日】 2010年7月15日

【利　払　日】 毎年1月・7月の
 各24日/年2回
【償　還　日】 2014年7月24日

【格　　　付】 Aaa（ムーディーズ）/
 AAA（S&P）

年8.12％ 年6.496％

本債券は外貨建債券のため、利金・償還金のお受取りは、原則利払日・償還日の翌営業日
以降となり、特にご指示のない限り換算した円貨でのお受取りとなります。なお、受取りらくら
くサービス等で外貨でのお受取りまたは外貨MMFの自動買付を選択していただいている
場合には、米ドルでのお受取りまたは米ドル建外貨MMFのお買付けとなります。

www.daiwa.jp/impact
インパクト・インベストメント特集ＨＰはこちら

  ご投資にあたっての留意点

●本表示は当該債券の発行に関する情報をお知らせするものです。お申込み
にあたっては当該債券の詳細について記載した販売説明書をご覧のうえ、ご
検討されることをおすすめします。

●販売額に限りがありますので、売切れの際はご容赦ください。
●売出期間中はご購入のお申込みを取消すことができます。その場合、発生
する為替差損はお客さまのご負担となります。

●本債券は外貨建債券ですので、利金･償還金のお受取りは、原則利払日･償
還日の翌営業日以降となります。

●途中売却または、価格情報および格付の状況等については、大和証券の
お取引窓口までお問合わせください。

●個人のお客さまの場合、売却益は非課税、利金は20%（所得税15%、住民
税5%）の源泉分離課税になります。なお、償還差益は雑所得として、総合
課税の対象となります（2010年6月現在）。

●お取引にあたっては、「外貨建て債券の契約締結前交付書面」をお読みく
ださい。

  ご投資にあたってのリスク等

■本債券は、額面金額、販売単位および利率等の諸条件がブラジル・レ
アル建により表示されますが、ご購入代金のお支払いは円、利金・償
還金のお受取りは米ドルによって行なわれます（特にご指示のない限
り換算した円貨でのお受取りとなります）。また、償還前に売却する場
合の経過利息を含む売却代金のお受取りは円によって行なわれます。

■本債券を円換算した価値は、ブラジル・レアルの米ドルに対する為替
水準、および米ドルの円に対する為替水準により上下いたしますの
で、これにより投資元本を割込むことがあります。

■本債券の価格は金利変動等により上
下いたしますので、償還前に売却する
場合には、投資元本を割込むことがあ
ります。

■本債券の発行者、ブラジルおよび米国
の経営･国情･財務状況の変化、および
それらに関する外部評価の変化等によ
り、投資元本を割込むことがあります。

  手数料など諸費用について

■本債券をお買付けいただく場合
は、購入対価のみをお支払いいた
だきます。

■本債券は外貨建債券ですので、外
国証券取引口座設定申込書を取
りかわし、口座管理料〔通常、年間
3,150円(税込)〕を別途お支払い
いただきます。

売出要項 お取引の概要

本債券はブラジル・レアル建で表示されますが、ブラジル・レアルは通貨
規制により取引が制限されています。そのため、本債券のお取引は次の
ようにブラジル・レアル以外の通貨で行なわれます。

お取引時点で、大和証券が提示する円/ブラ
ジル・レアル為替レート

為替レート

※利払日・償還日の10営業日前

 

あらかじめ決められた日※に公表されるブラジル・
レアル/米ドル為替レートの逆数
ブラジル・レアル/米ドル為替レートは、ブラジル
中央銀行が記録するPTAXレートのアスクサイド

通貨

購入・途中売却 円

米ドル利金・償還金
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米州開発銀行 2014年7月24日満期ブラジル・レアル建債券（円貨売買型）

貧困の連鎖を断ち切る

米州開発銀行 2014年7月24 満期ブ ジ レ 建債券（円貨売買型）

中南米 子育て支援債
課税後利回り



中南米諸国では、過去、幾多の経済危機に

見舞われました。この影響を大きく受けた

のは貧しい人々であり、貧困は世代を超え

て引継がれます。

米州開発銀行（以下、IDB）は、中南米の

持続的な発展を支え、依然存在する貧困

を削減すべく活動しています。

貧困削減を目指すIDBの3つのアプローチ

中南米における貧困層人口の割合

貸付 技術訓練 知識の普及

中南米地域の貧困家庭を支援

IDBによる貧困削減のための融資承認

貧困の連鎖を断ち切る 中南米 子育て支援債のしくみ

「中南米 子育て支援債」は、IDBによる初の資金使途を特定した債券です。本債券の発行により調達された資金は、
IDBを通じて、中南米の貧困の削減に向けた経済的および社会的開発を促すために活用されます。

『中南米 子育て支援債』は、IDBの中南米における貧困削減に向けた活動を支援する債券です。

中南米地域の政府

中南米子育て
支援債への投資

融資

利息支払い・
償還

貧困削減や
社会的平等に向けて
経済的および
社会的開発を
促すための

サポートプログラム

米州開発銀行

投資家

融資 融資
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（2007年～現在）単位：100万米ドル

教育
＄1,507

健康および
栄養
＄400

社会投資
＄2,614
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IDBは、メキシコのオポルチュニダーデス（Oportunidades）の一環である条件付現金給付プログラムのような、中南

米における革新的な貧困緩和プログラムを支援しています。これらのプログラムは、世代を超えて引継がれる貧困の

連鎖を断ち切るために、貧しい人々を経済的に支援し、子どもたちの栄養状態や健康基準、そして教育水準を改善

することを目的としています。

IDBが実施する融資のうち、約4割を貧困緩和プログラムが占めています。

IDBの貧困削減に向けた活動

● 米州開発銀行（Inter-American Development Bank、以下IDB）は、中南米における社会・経済発展のみならず貿易や

地域統合を促進するために、1959年に創設されました。

● 48の加盟国（26の中南米の借入国と22の非借入国）からなる多国間開発金融機関です。

● IDBの活動の主な目的は、中南米地域における貧困削減や貧富格差の改善、そして、持続的な経済発展の支援等です。

● 中南米地域で最大規模の政府関係開発資金を提供しています。

米州開発銀行とは？

オポルチュニダーデスとは、最貧層の国民の栄養状態を改善し、貧困家庭の子どもたちの健康維持や就学に対し支援を提供する
プログラムです。1997年にメキシコで導入された新貧困削減政策であり、条件付現金給付を特徴としています。

■条件付現金給付とは
子どもを学校に通わせたり、健康診断を定期的に受けさせたりすることを条件に、貧困家庭
へ支援金を給付するものです。教育や健康といった子どもの保護・育成に必要な要素と組
合せた給付となっており、支援金は次世代を担う子どもの成長を助けます。また、給付対象
者はきちんと選定され、必要なところへ効率的な給付が行なわれることになります。

■具体的成果
オポルチュニダーデスの恩恵を受けたある農村地域
● 通常より64％多い子どもが5年間の教育を修了
● 6歳未満の子どもの体調不良期間が20％短縮
● 生後24ヶ月から71ヶ月までの子どもの身長が0.67センチ高くなる
教育水準、健康や栄養状態の改善に多大な貢献をしたと外部から高く評価されています。

Oportunidades ｜ 融資額：累計40億米ドル以上（2002年～）

PARSaludとは、ペルーの最貧層の母親および新生児の死亡率を低下させるためのプロジェクトです。
IDBは2000年より、PARSaludを通じてペルー政府をサポートしています。

Programa de Apoyo a la Reforma（PARSalud）｜ 融資額：4,500万米ドル
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インパクト・インベストメント
～投資を通じた社会貢献～

商号等 大和証券株式会社
 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第108号
加入協会 日本証券業協会、社団法人  日本証券投資顧問業協会、
 社団法人  金融先物取引業協会

本債券はポイントプログラムの対象商品になります。
詳細は大和証券 本･支店、またはコールセンターへお問合わせください。

販売説明書のご請求・お申込は・・・

欧米では今、“インパクト・インベストメント（Impact Investment）”
という新たなトレンドが動き出しています。インパクト・インベス
トメントとは、経済的な利益を生み出すと同時に、貧困や環境
などの社会的課題に対して、より直接的で即効性のある解決
を目指す投資のことです。投資リターンのみならず社会的リ
ターンも期待できる、新しい投資のかたちであるといえます。日
本ではまだ馴染みのある言葉とはいえませんが、「良いことをし
ながら良い投資をしたい」と考える人は増えていくのではないで
しょうか。

大和証券ではこれまで、途上国の子どもたちへの予防接種活動
を支援する『ワクチン債』、水問題に取組むプロジェクトを支援す
る『ウォーター・ボンド』、調達資金をマイクロファイナンス（貧困層
向け小規模金融サービス）に活用する『マイクロファイナンス・ボン
ド』など、社会貢献につながる金融商品を販売してきました。今回
の『中南米 子育て支援債』は、中南米における貧困削減事業の
支援を目的とした債券です。
今後も、こうしたインパクト・インベストメント商品の開発・販売に
積極的に取組んでいきます。

大和証券ホームページ   www.daiwa.jpインターネット（オンライントレード）でもお申込みいただけます。

大和証券コールセンター　　  0120-010101 平日 8：00～22：00　土・日・祝日 9：00～17：00

● 資料請求については、上記時間帯はオペレーターが、その他の時間帯は自動音声応答にて受付けております。 
● 取扱商品等のお問合わせは平日8：00～18：00に受付けております。

■新発外貨建て債券注文受付時間・・・平日9：00～18：00（※お申込み最終日のみ、11：00まで）

インパクト・インベストメント 社会的課題の解決に向けて －大和証券の取組み－

大和証券では、資金を必要としている人と資金を持つ人をつなぐという
証券会社本来の役割を通じ、投資家の皆さまとともに、
貧困をはじめとするさまざまな問題の解決に寄与していきたいと考えております。




