投資家の利益を最優先に考える会社！
国際分散投資時代の新しいリーダー！

がご提案します！

ソシエテ ジェネラル
発行体格付：Aa2
（Moody's）
／A＋（S&P）
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％

毎月利 払債
※お申し込みは先着順です。売出期間中でも販売を終了することがあります。

売出要項

お申し込みの際は、契約締結前交付書面および目論見書をよくお読みください。

名： 2013年3月25日満期
ブラジル・レアル建社債
（円貨決済型）
2年債 毎月利払
発 行 体： Societe Generale
（注1）
（Moody's）
／A＋
（S&P）
格 付 け： Aa2
（注2）
（税引後 年6.432%）
利
率： 年8.04%
売 出 価 格： 額面金額の100.00%
お申込単位： 額面10,000レアルの整数倍（注3）
（金）
〜3月23日
（水）
売 出 期 間： 2011年2月25日
銘

柄

発
受
償
利

行
渡
還
払

（水）
日： 2011年3月23日
（木）
日： 2011年3月24日
日： 2013年3月25日
（年12回）
日： 毎月24日
初回利払日／2011年4月24日
最終利払日／2013年3月25日
（ロングラスト・クーポン）
利金、
償還金のお支払いは原則翌営業日
以降となります

（注1）
裏面の
【無登録格付について】
をご参照ください。
（注2、注3）
利率はブラジル・レアルベースです。本外貨建て債券は、
ブラジル・レアル建てで
発行されますが、
元利金は一定の算式により換算された円貨で決済されます。
※本債券をご購入される場合には、購入対価のみお支払いいただくことになります。

売出人：リーディング証券株式会社

ギフトカードプレゼントキャンペーン実施中!!

裏面も必ずご覧ください。
ご購入に関する手数料等およびリスクに
ついてご確認ください。

詳しくは裏面をご覧ください。

資料のご請求、ご質問など、こちらまでお気軽にどうぞ！
（携帯・PHS可）
！

2月26日・27日、3月5日・6日は、
土曜・日曜日も電話相談を受付中!!
受付期間

0120-936-884

2月25日
（金）
〜3月23日
（水）

〒104-0033
東京都中央区新川1-8-8アクロス新川ビル5階

http://www.leading-sec.com/
商号等／リーディング証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長
（金商）
第78号 加入協会／日本証券業協会

受付時間

本店営業部
龍ヶ崎支 店
下 館 支 店
下妻支店

9：00〜18：00
（3月12日以降の土・日曜、
祝日を除く）

03-3553-2119
0297-62-6231
0296-22-3136
0296-44-2131

富 士 支 店
松本支店
春日部支 店
名古屋支店

0545-52-2119
0263-34-2119
048-739-2119
052-563-2119

ギフトカードプレゼン
トカードプレゼ
レゼント
キャンペーン
ンペーン
本債券を1万ブラジル・レアル 以上ご購入のお客さまに、
ご購入金額に応じてJCBギフトカードを進呈いたします。
（＊）

期間：平成23年2月25日
（金） 平成23年3月23日
（水）

20 万レアル未満：1万レアルごとに 2 , 000 円（ 2,000 円〜 38,000 円）
20 万レアル以上 ：1万レアルごとに 3 , 000 円（ 60,000 円〜 ）
（＊）
2011年2月18日の本債券の1万ブラジル・レアルは、おおよそ52万円です。為替レートは日々変動します。
リーディング証券の営業部支店でお取引のお客さま。
［対象となるお客さま］
（円貨決済型）
2年債 毎月利払
［対象商品］2013年3月25日満期 ブラジル・レアル建社債
●ご購入金額の全部もしくは一部についてキャンセルがあった場合は、
実際のご購入金額がプレゼント対象金額となります。
［ご留意点］
●キャンペーン期間中、複数回にわけてご購入の場合は、
その合計金額が対象金額となります。
●本債券が売り切れた場合は、その時点でキャンペーンを終了いたします。
●景品の発送は、5月中旬を予定しております。
●受け取られた景品が課税対象となる場合があります。ご不明な点は、所轄の税務署にご相談ください。
●投資の最終判断については、
お客さまご自身でなさいますようお願いいたします。

【手数料等諸費用について】
●本外貨建て債券を募集・売出し等により、
または当社との相対取引により購入する場合は、
購入対価のみをお支払いいただきます。
●本外貨建て債券の売買・償還等にあたり、
円貨と外貨を換算する際には、
ブラジル中央銀行が公表する為替レート等をふまえて当社が決定

した為替レートによるものとします。
●本外貨建て債券の利金および償還金は支払い時の一定の相場に基づき、
一定の算式により換算された円貨で支払われます。

【外貨建て債券の投資に際してのリスクについて】
●為替リスク：為替相場の変動により、
利金、
償還時および中途売却時の円貨での受取金額は変動し、
投資元本を割り込む可能性があります。
●信用リスク：発行体の財務状況の変化等により、
利金、
投資元本支払いの遅延、
不履行が発生し、
投資元本を割り込む可能性があります。
●価格変動リスク：金利水準や債券市況により債券価格は変動するため、
償還前に売却する場合には、
投資元本を割り込む可能性があります。
●流動性リスク：債券市場での売買額が小額であることなどのため、
売却希望時に債券を売却できない場合があります。
●カントリーリスク：投資先の国の政治・経済・社会情勢の混乱等により債券の売買が制限されることなどから、
損失を被ることがあります。

【外貨建て債券の投資に際しての留意点】
●
「外国証券取引口座」
の開設が必要となります。
●利金に対しては一律20%の源泉分離課税となります。
●売却益は非課税、
償還差益は雑所得として総合課税の対象となります。
●将来において税制が変更される可能性があります。
●当社において販売いたしました外国債券の価格情報および格付けの状況等につきましては、
当社にお問い合わせください。
●当広告に記載の商品は、
現在のお客さまの投資方針に必ずしも適さない場合があります。お客さまのご経験等、
諸般の事情によりお取引を

お受けできない場合がございますことを予めご了承ください。
●販売額に限度がございますので、
売り切れの際はご容赦ください。

【無登録格付について】
● 本広告において使用されている格付について、
信用格付付与者である
「ムーディーズ・インベスターズ・インク
（Moody s）」
および、
「スタンダード＆

プアーズ・レーティング・サービシズ
（S&P）
」
は金融商品取引法第66条の27の登録を受けておりません。無登録格付に関する重要事項につきましては、
「無登録格付に関する説明書」
および当社ホームページの無登録格付に関する説明事項をご確認ください。

ホームぺージで公開中！
『成長続くブラジル経済の魅力』
豊富な天然資源、旺盛な国内需要を背景に拡大を続けるブラジル経済。
そのポイントをわかり易く
まとめたホームページを開設しました。

http://www.leading-sec.com/
Invest with Love

◎ホームページをご覧いただけない方には、
冊子を無料でお送りします。

