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（注）利率は豪ドルベースです（為替・税金の考慮をしておりません）。

約5年期 間 利 率 年3.41％

女女性の力応援ボンド

【売 出 価 格】 額面金額の100％

【お申込単位】 額面金額1万豪ドル単位

【受　渡　日】 2013年11月22日

【利　払　日】 毎年5月・11月の各20日/年2回
※金融商品取引法第66条の27の登録を受けていない者が付与した格付（無登録格付）です。
　無登録格付につきましては、「無登録格付に関する説明書」の内容をご確認ください。

【償　還　日】 2018年11月20日

【格　　　付】 Aaa（ムーディーズ）※ /
　　　　　　 AAA（S&P）※

売出要項

ご投資にあたってのリスク等
■本債券を円換算した価値は、利金･償還金として支払われる外貨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。
■本債券の発行者および利金･償還金として支払われる外貨発行国の経営･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。

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20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%）の源泉分離課税となり、
償還差益は雑所得として総合課税の対象となります。なお、2016年1月1日以降は、売却損益および償還損益は申告分離課税の対象と
なります（2013年10月末現在）。また、将来において税制改正が行なわれた場合は、それに従うことになります。詳しくは税務署、税理士
等の専門家にご相談ください。
●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。
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女性起業家は、経済成長と雇用創出の原動力で
す。多くの新興国では、男性を上回る勢いで女性
がビジネスに着手しています。女性がオーナーや
社長を務めているなど女性によって運営されて
いる企業は、いまや世界の30％以上を占めると
推定されています。しかしこれらの企業のうち、
銀行の融資を受けることができているのは、わず
か5ー10％程度にとどまります。
女性起業家が問題なく金融サービスを利用でき
るようになれば、彼女たちの潜在的な力を最大限
に活かすことができ、雇用創出と経済成長に大き
く貢献すると考えられます。

中東・北アフリカ

南アジア

中央アジア・東欧

サハラ以南のアフリカ

ラテンアメリカ

東アジア

出所：IFC MSME database, Enterprise Survey and Team Analysis
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「女性の力 応援ボンド」の仕組み 

女性とビジネス～女性起業家が抱える問題とは～

●国際金融公社（以下、IFC）では、女性への支援拡大というIFCの目標に賛
同する企業や金融機関と協力することで、女性起業家の資金アクセス改
善を目指しています。

●各金融機関は、IFCからの投融資を受けることで収益や融資対象を拡大
し、さらに、女性起業家向けの融資を増やして彼女たちのビジネス拡大を
支援することができるのです。

●2010年末からは、「女性起業家のためのプログラム」のもとで、女性起業
家に対する資金アクセス改善などに取組んでいます。このプログラムで
は、東欧や東アジア、アフリカ、ラテンアメリカにおいて、女性が経営する
中小企業を対象に20を超える投融資やアドバイザリー・サービスを提供し
ており、そのポートフォリオは7億米ドルにせまる規模になっています。

国際金融公社の取組み

IFCは、女性のビジネス機会を支援するための投資拡大に向け、「女性起業家のため
の債券発行プログラム」を立ち上げ、この度の初の「女性の力 応援ボンド」の起債へ
と至りました。本債券の調達資金は、女性起業家支援のためにIFCが実行する投融資
事業に活用されます。

「女性の力 応援ボンド」について

女性が資本の51％以上を保有している企業
もしくは
（ⅰ）女性が20％以上の資本を保有し、（ⅱ）
少なくとも1つの上級経営幹部職（例えば、
最高経営責任者、最高執行責任者、社長・
会長、副社長・副会長）に女性が就いてお
り、かつ（ⅲ）取締役会議席の30％以上を女
性が占めている企業

「女性の力 応援ボンド」
への投資

投資家

国際金融公社

女性が所有する企業

IFCでは、女性が所有する企業を支援する融資業務（「適格プロジェクト」）のために、IFC財務部内に特別勘定を設定しています。本債券発行による調達資金（米ド
ルに転換されることがあります）はこの特別勘定に配分され、本債券が償還されるまでの間、適格プロジェクトに拠出された相当額が、各月末に特別勘定から減額
されます。プロジェクトへの拠出がなされるまで、当該特別勘定内の資金は、短期金融市場で運用されます。

適格プロジェクトでは主に、女性が所有する企業に融資することを要件として、IFCが金融機関へ融資業務などを行ないます。なお、IFCは、女性が所有する企業に
対し直接もしくは間接的な融資が可能です。

「女性の力 応援ボンド」の元利金は、IFCの信用力のみに基づいて支払われるものであり、女性起業家への融資事業の結果に直接の影響を受けるものではありま
せん。
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37.3% 23.1% 12.9% 26.7%

女性が経営する中小企業の資金需要と資金アクセス状況（%）

IFCの女性向け投融資額推移

「女性の力 応援ボンド」は、投資を通じて途上国の女性起業家を
サポートする機会を提供します。 © IFC
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●2006年、ブッキー・ジョージ（Bukky George）は自身が経営するラゴスの「ヘルス・プラス」というド
ラッグストアを全国規模のチェーン店として展開するビジョンを掲げていました。彼女の目標は、ナイ

ジェリアの人々が、他のより豊かな国の人 と々同じように、公正な価
格で市販の医療品を簡単に手に入れられるようにすることでした。

●しかし、手元資金と担保が不足していた上に、地方銀行のほとんど
は女性による新しい企業への融資には消極的でした。そんな時、
彼女が出会ったのが、アクセス・バンクでした。

●ブッキーはアクセス・バンクより融資を受け、事業拡大に成功しま
した。ヘルス・プラスは現在6店舗を展開し、77人の従業員（そのう
ち約半数は女性）を擁する企業へと成長しました。

　ナイジェリアの新興金融機関であるアクセス・バンクは、女性が経営する企業への融
資を拡大するために、IFCより1,500万ドルの与信枠を受けました。この女性向け融資
は、他の金融機関と比べて同行の特色となっています。

　同行は、女性が経営する中小企業へ現在約4,000万米ドルの融資を行なっており、
IFCの「女性起業家のためのプログラム」における主要パートナーです。

　現在、ナイジェリアでは、女性が経営する550社以上の中小企業がアクセス・バンク
から融資を受けています。その数は、同行がIFCとの共同プログラムに着手した当初の
60社から飛躍的に増加しています。

ヘルス・プラス（Health Plus）とアクセス・バンク

ナイジェリア ―アクセス・バンク（Access Bank）

●IFCは、ガランティ銀行へ3,000万米ドルの投融資を行なっており、そのうちの半分が女性が経営する事業のために
利用されています。

●2015年度末までに、ガランティ銀行の中小企業ポートフォリオは14億ドルの融資残高に達する見込みで、また、少な
くとも300社以上の女性が経営する事業に資金供給を行なう予定です。

●IFCからの投融資により、ガランティ銀行は、女性が経営する事業に対して支援および資金提供を行なう体制を強化
すると期待されます。

ルーマニア ―ガランティ銀行（Garanti Bank）

●IFCは1956年に設立された国際機関で、184カ国が加盟しています
（2013年10月末現在）。
●世界銀行グループに属しており、特に民間部門に的を絞ってさまざまな
業務を展開しています。

●IFCの使命は、途上国において持続可能な民間部門投融資を促進す
ることにより、貧困削減と人々の生活水準の向上に役立つことです。

国際金融公社（International Finance Corporation）とは
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プロジェクト事例
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環境破壊、貧困、飢餓･･･　いま、地球上にはさまざまな問題
があふれています。世界の国々が抱える社会的な問題を投資
によって解決するのが、インパクト・インベストメントと呼ば
れる投資のスタイル。経済的な利益を追求するだけでなく、
貧困や医療、地球温暖化などの問題の解決も目指すという
新しい投資のかたちです。
社会的課題の解決には莫大な資金が必要です。「投資を通
じて社会に貢献したい」とお考えの方のニーズにも応える
インパクト・インベストメントは、今後の拡大が期待されます。

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』、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』、
地球温暖化対策のための事業を支援する『グリーンボンド』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『女性の力 応
援ボンド』は、初めて国際金融公社が発行する女性に焦点をあてた債
券で、調達資金は途上国の女性起業家に対する金融サービス拡充の
ために活用されます。
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。

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－

インパクト・インベストメント
～投資を通じた社会貢献～
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。

販売説明書のご請求・お申込みは・・・

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、一般社団法人日本投資顧問業協会、
 一般社団法人金融先物取引業協会、
 一般社団法人第二種金融商品取引業協会

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。

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。

平日 8：00～19：00　土・日・祝日 9：00～17：00

● 取扱商品等に関するお問合わせは平日8：00～18：00に受付けております。 
● 上記時間帯以外も6：00～24：00は自動音声応答サービスをご利用いただけます。

■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）

大和証券コールセンター　　  0120-010101


