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【届出の対象とした募集有価証券の種類】 社債 

【届出の対象とした募集金額】 一般募集 第３回無担保社債（３年債） 40,000百万円 

一般募集 第４回無担保社債（５年債） 40,000百万円 

一般募集 第５回無担保社債（10年債） 10,000百万円 

    計              90,000百万円 

【安定操作に関する事項】 該当ありません。 

【縦覧に供する場所】 該当ありません。 



１【有価証券届出書の訂正届出書の提出事由】 

 平成21年４月３日付をもって関東財務局長に提出した有価証券届出書並びに平成21年４月10日付、平成21年４月15日付

及び平成21年４月17日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届出書の記載事項のうち、平成21年４月21日に社債の利

率等を決定し、同日買取引受契約を締結しましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届

出書を提出するものであります。 

  

２【訂正事項】 

第一部 証券情報 

第１ 募集要項 

１ 新規発行社債（短期社債を除く。）（３年債） 

利率の欄 

申込期間の欄 

取得格付の欄 

欄外注記 

２ 社債の引受け及び社債管理の委託（３年債） 

(1）社債の引受け 

３ 新規発行社債（短期社債を除く。）（５年債） 

利率の欄 

申込期間の欄 

取得格付の欄 

欄外注記 

４ 社債の引受け及び社債管理の委託（５年債） 

(1）社債の引受け 

５ 新規発行社債（短期社債を除く。）（10年債） 

利率の欄 

申込期間の欄 

取得格付の欄 

欄外注記 

６ 社債の引受け及び社債管理の委託（10年債） 

(1）社債の引受け 

  

３【訂正箇所】 

 訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。 

  

 



第一部【証券情報】 
  

第１【募集要項】 
  

１【新規発行社債（短期社債を除く。）（３年債）】 

利率の欄 

  （訂正前） 

  

  （訂正後） 

  

申込期間の欄 

  （訂正前） 

  

  （訂正後） 

  

取得格付の欄 

  （訂正前） 

  

 

利率（％） 未定 

（第240回国債の流通利回り（年２回複利ベース）に0.25％を加えた率～同利回りに0.40％

を加えた率を仮条件とする。）（注）11． 

利率（％） 年0.880％ 

申込期間 平成21年４月23日（注）12． 

申込期間 平成21年４月21日 

取得格付 １．取得格付     ：AA（取得予定） 

２．指定格付機関の名称：株式会社格付投資情報センター 

３．格付の取得日   ：平成21年４月21日から平成21年４月23日までの間に取得する予定 

  １．取得格付     ：AAA（取得予定） 

２．指定格付機関の名称：株式会社日本格付研究所 

３．格付の取得日   ：平成21年４月21日から平成21年４月23日までの間に取得する予定 

  １．取得格付     ：Aaa（取得予定） 

２．指定格付機関の名称：ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク 

３．格付の取得日   ：平成21年４月21日から平成21年４月23日までの間に取得する予定 

  １．取得格付     ：AA-（取得予定） 

２．指定格付機関の名称：スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービシズ 

３．格付の取得日   ：平成21年４月21日から平成21年４月23日までの間に取得する予定 



  （訂正後） 

  

欄外注記 

  （訂正前） 

（注）＜前略＞ 

11．利率については、上記仮条件により需要状況を勘案したうえで、平成21年４月21日から平成21年４月23日まで

の間に決定する予定であります。 

12．申込期間については、上記のとおり内定しておりますが、利率の決定日において正式に決定する予定でありま

す。なお、上記申込期間については、需要状況を勘案したうえで、繰り上げることがあります。当該需要状況

の把握期間は最長で平成21年４月10日から平成21年４月23日までを予定しておりますが、実際の利率の決定に

ついては、平成21年４月21日から平成21年４月23日までのいずれかの日を予定しております。従いまして、申

込期間が最も繰り上がった場合は、「平成21年４月21日」となることがありますのでご注意ください。 

  （訂正後） 

（注）＜前略＞ 

（注）11．及び12．の全文削除 

  

２【社債の引受け及び社債管理の委託（３年債）】 

（１）【社債の引受け】 

  （訂正前） 

＜前略＞ 

 （注） 引受人の氏名又は名称及びその住所並びに各引受人の引受金額、引受けの条件については、上記のとおり内定し

ておりますが、平成21年４月21日から平成21年４月23日までの間に買取引受契約を締結する予定であります。 

  

  （訂正後） 

＜前略＞ 

（注）の全文削除 

  

 

取得格付 １．取得格付     ：AA 

２．指定格付機関の名称：株式会社格付投資情報センター 

３．格付の取得日   ：平成21年４月21日 

  １．取得格付     ：AAA 

２．指定格付機関の名称：株式会社日本格付研究所 

３．格付の取得日   ：平成21年４月21日 

  １．取得格付     ：Aaa 

２．指定格付機関の名称：ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク 

３．格付の取得日   ：平成21年４月21日 

  １．取得格付     ：AA- 

２．指定格付機関の名称：スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービシズ 

３．格付の取得日   ：平成21年４月21日 



３【新規発行社債（短期社債を除く。）（５年債）】 

利率の欄 

  （訂正前） 

  

  （訂正後） 

  

申込期間の欄 

  （訂正前） 

  

  （訂正後） 

  

取得格付の欄 

  （訂正前） 

  

  （訂正後） 

  

 

利率（％） 未定 

（第260回国債の流通利回り（年２回複利ベース）に0.25％を加えた率～同利回りに0.40％

を加えた率を仮条件とする。）（注）11． 

利率（％） 年1.158％ 

申込期間 平成21年４月23日（注）12． 

申込期間 平成21年４月21日 

取得格付 １．取得格付     ：AA（取得予定） 

２．指定格付機関の名称：株式会社格付投資情報センター 

３．格付の取得日   ：平成21年４月21日から平成21年４月23日までの間に取得する予定 

  １．取得格付     ：AAA（取得予定） 

２．指定格付機関の名称：株式会社日本格付研究所 

３．格付の取得日   ：平成21年４月21日から平成21年４月23日までの間に取得する予定 

  １．取得格付     ：Aaa（取得予定） 

２．指定格付機関の名称：ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク 

３．格付の取得日   ：平成21年４月21日から平成21年４月23日までの間に取得する予定 

  １．取得格付     ：AA-（取得予定） 

２．指定格付機関の名称：スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービシズ 

３．格付の取得日   ：平成21年４月21日から平成21年４月23日までの間に取得する予定 

取得格付 １．取得格付     ：AA 

２．指定格付機関の名称：株式会社格付投資情報センター 

３．格付の取得日   ：平成21年４月21日 

  １．取得格付     ：AAA 

２．指定格付機関の名称：株式会社日本格付研究所 

３．格付の取得日   ：平成21年４月21日 

  １．取得格付     ：Aaa 

２．指定格付機関の名称：ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク 

３．格付の取得日   ：平成21年４月21日 

  １．取得格付     ：AA- 

２．指定格付機関の名称：スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービシズ 

３．格付の取得日   ：平成21年４月21日 



欄外注記 

  （訂正前） 

（注）＜前略＞ 

11．利率については、上記仮条件により需要状況を勘案したうえで、平成21年４月21日から平成21年４月23日まで

の間に決定する予定であります。 

12．申込期間については、上記のとおり内定しておりますが、利率の決定日において正式に決定する予定でありま

す。なお、上記申込期間については、需要状況を勘案したうえで、繰り上げることがあります。当該需要状況

の把握期間は最長で平成21年４月10日から平成21年４月23日までを予定しておりますが、実際の利率の決定に

ついては、平成21年４月21日から平成21年４月23日までのいずれかの日を予定しております。従いまして、申

込期間が最も繰り上がった場合は、「平成21年４月21日」となることがありますのでご注意ください。 

  （訂正後） 

（注）＜前略＞ 

（注）11．及び12．の全文削除 

  

４【社債の引受け及び社債管理の委託（５年債）】 

（１）【社債の引受け】 

  （訂正前） 

＜前略＞ 

 （注） 引受人の氏名又は名称及びその住所並びに各引受人の引受金額、引受けの条件については、上記のとおり内定し

ておりますが、平成21年４月21日から平成21年４月23日までの間に買取引受契約を締結する予定であります。 

  

  （訂正後） 

＜前略＞ 

（注）の全文削除 

  

 



５【新規発行社債（短期社債を除く。）（10年債）】 

利率の欄 

  （訂正前） 

  

  （訂正後） 

  

申込期間の欄 

  （訂正前） 

  

  （訂正後） 

  

取得格付の欄 

  （訂正前） 

  

  （訂正後） 

  

 

利率（％） 未定 

（第299回国債の流通利回り（年２回複利ベース）に0.30％を加えた率～同利回りに0.40％

を加えた率を仮条件とする。）（注）11． 

利率（％） 年1.745％ 

申込期間 平成21年４月23日（注）12． 

申込期間 平成21年４月21日 

取得格付 １．取得格付     ：AA（取得予定） 

２．指定格付機関の名称：株式会社格付投資情報センター 

３．格付の取得日   ：平成21年４月21日から平成21年４月23日までの間に取得する予定 

  １．取得格付     ：AAA（取得予定） 

２．指定格付機関の名称：株式会社日本格付研究所 

３．格付の取得日   ：平成21年４月21日から平成21年４月23日までの間に取得する予定 

  １．取得格付     ：Aaa（取得予定） 

２．指定格付機関の名称：ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク 

３．格付の取得日   ：平成21年４月21日から平成21年４月23日までの間に取得する予定 

  １．取得格付     ：AA-（取得予定） 

２．指定格付機関の名称：スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービシズ 

３．格付の取得日   ：平成21年４月21日から平成21年４月23日までの間に取得する予定 

取得格付 １．取得格付     ：AA 

２．指定格付機関の名称：株式会社格付投資情報センター 

３．格付の取得日   ：平成21年４月21日 

  １．取得格付     ：AAA 

２．指定格付機関の名称：株式会社日本格付研究所 

３．格付の取得日   ：平成21年４月21日 

  １．取得格付     ：Aaa 

２．指定格付機関の名称：ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク 

３．格付の取得日   ：平成21年４月21日 

  １．取得格付     ：AA- 

２．指定格付機関の名称：スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービシズ 

３．格付の取得日   ：平成21年４月21日 



欄外注記 

  （訂正前） 

（注）＜前略＞ 

11．利率については、上記仮条件により需要状況を勘案したうえで、平成21年４月21日から平成21年４月23日まで

の間に決定する予定であります。 

12．申込期間については、上記のとおり内定しておりますが、利率の決定日において正式に決定する予定でありま

す。なお、上記申込期間については、需要状況を勘案したうえで、繰り上げることがあります。当該需要状況

の把握期間は最長で平成21年４月10日から平成21年４月23日までを予定しておりますが、実際の利率の決定に

ついては、平成21年４月21日から平成21年４月23日までのいずれかの日を予定しております。従いまして、申

込期間が最も繰り上がった場合は、「平成21年４月21日」となることがありますのでご注意ください。 

  

  （訂正後） 

（注）＜前略＞ 

（注）11．及び12．の全文削除 

  

６【社債の引受け及び社債管理の委託（10年債）】 

（１）【社債の引受け】 

  （訂正前） 

＜前略＞ 

 （注） 引受人の氏名又は名称及びその住所並びに引受金額、引受けの条件については、上記のとおり内定しております

が、平成21年４月21日から平成21年４月23日までの間に買取引受契約を締結する予定であります。 

  

  （訂正後） 

＜前略＞ 

（注）の全文削除 
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