
その他外部TLAC調達手段 - 契約詳細 (国内シニアローン)

発行者 / Issuer
株式会社三井住友フィナンシャルグループ / Sumitomo

Mitsui Financial Group, Inc.

株式会社三井住友フィナンシャルグループ / Sumitomo

Mitsui Financial Group, Inc.

株式会社三井住友フィナンシャルグループ / Sumitomo

Mitsui Financial Group, Inc.

株式会社三井住友フィナンシャルグループ / Sumitomo

Mitsui Financial Group, Inc.

準拠法 / Governing law(s) of the instrument 日本法 / Japanese Law 日本法 / Japanese Law 日本法 / Japanese Law 日本法 / Japanese Law

該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA

銘柄、名称又は種類 / Instrument type 無担保シニアローン / Senior Unsecured Loan 無担保シニアローン / Senior Unsecured Loan 無担保シニアローン / Senior Unsecured Loan 無担保シニアローン / Senior Unsecured Loan

金額(単位:百万通貨単位) / Amount (mn) USD97 USD100 USD50 USD100

発行日 / Original date of issuance 2016/9/27 2016/9/30 2016/12/22 2016/12/22

償還期限の有無 / Perpetual or dated 有 / Dated 有 / Dated 有 / Dated 有 / Dated

2026/9/27 2028/9/30 2026/12/22 2026/12/22

該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA

該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA

該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA

該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA

剰余金の配当又は利息の支払  / Coupons / dividends

変動 / floating 変動 / floating 変動 / floating 固定 / Fixed

無 / No 無 / No 無 / No 無 / No

裁量なし / Mandatory 裁量なし / Mandatory 裁量なし / Mandatory 裁量なし / Mandatory

無 / No 無 / No 無 / No 無 / No

- - - -

無 / Nonconvertible 無 / Nonconvertible 無 / Nonconvertible 無 / Nonconvertible

元本の削減に係る特約の有無 / Write-down feature 無 / No 無 / No 無 / No 無 / No

劣後性の手段 / Type of subordination 劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural 劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural 劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural 劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural

該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA

非充足資本等要件の有無 / Non-compliant transitioned features 無 / No 無 / No 無 / No 無 / No

非充足資本等要件の内容 / If yes, specify non-compliant features - - - -

期限の利益喪失事由 / Acceleration upon an Event of Default

当社が本貸付に係る元利金の支払義務に違反し、一定期間

内にこれを履行又は解消出来なかった場合、当社が破産、

会社更生、民事再生等の倒産処理法に基づく倒産手続開始

の申立てをし、もしくはその決定もしくは命令を受けた場

合、解散（合併の場合を除く。）の決議をした場合、また

は、特別清算開始の命令を受けた場合、本貸付に関して、

期限の利益を失う旨の条項が付されている。 / The

payment under the borrowing shall be accelerated and

become immediately due and payable, if we default in

any payment of principal or interest under the

borrowing and such default continues for a certain

period of time, or if we become subject to certain

bankruptcy, insolvency or similar proceedings or

winding up or dissolution.

当社が本貸付に係る元利金の支払義務に違反し、一定期間

内にこれを履行又は解消出来なかった場合、当社が破産、

会社更生、民事再生等の倒産処理法に基づく倒産手続開始

の申立てをし、もしくはその決定もしくは命令を受けた場

合、解散（合併の場合を除く。）の決議をした場合、また

は、特別清算開始の命令を受けた場合、本貸付に関して、

期限の利益を失う旨の条項が付されている。 / The

payment under the borrowing shall be accelerated and

become immediately due and payable, if we default in

any payment of principal or interest under the

borrowing and such default continues for a certain

period of time, or if we become subject to certain

bankruptcy, insolvency or similar proceedings or

winding up or dissolution.

当社が本貸付に係る元利金の支払義務に違反し、一定期間

内にこれを履行又は解消出来なかった場合、当社が破産、

会社更生、民事再生等の倒産処理法に基づく倒産手続開始

の申立てをし、もしくはその決定もしくは命令を受けた場

合、解散（合併の場合を除く。）の決議をした場合、また

は、特別清算開始の命令を受けた場合、本貸付に関して、

期限の利益を失う旨の条項が付されている。 / The

payment under the borrowing shall be accelerated and

become immediately due and payable, if we default in

any payment of principal or interest under the

borrowing and such default continues for a certain

period of time, or if we become subject to certain

bankruptcy, insolvency or similar proceedings or

winding up or dissolution.

当社が本貸付に係る元利金の支払義務に違反し、一定期間

内にこれを履行又は解消出来なかった場合、当社が破産、

会社更生、民事再生等の倒産処理法に基づく倒産手続開始

の申立てをし、もしくはその決定もしくは命令を受けた場

合、解散（合併の場合を除く。）の決議をした場合、また

は、特別清算開始の命令を受けた場合、本貸付に関して、

期限の利益を失う旨の条項が付されている。 / The

payment under the borrowing shall be accelerated and

become immediately due and payable, if we default in

any payment of principal or interest under the

borrowing and such default continues for a certain

period of time, or if we become subject to certain

bankruptcy, insolvency or similar proceedings or

winding up or dissolution.

元利金の相殺の禁止 / No rights to Set Off by Creditor

債権者は本貸付に係る元利金の支払請求権を自働債権とす

る相殺を行うことが出来ない旨の条項が付されている。 /

The creditor shall not exercise, claim or plead any right

of set off, compensation or retention in respect of any

amount owed to it by us arising under the borrowing.

債権者は本貸付に係る元利金の支払請求権を自働債権とす

る相殺を行うことが出来ない旨の条項が付されている。 /

The creditor shall not exercise, claim or plead any right

of set off, compensation or retention in respect of any

amount owed to it by us arising under the borrowing.

債権者は本貸付に係る元利金の支払請求権を自働債権とす

る相殺を行うことが出来ない旨の条項が付されている。 /

The creditor shall not exercise, claim or plead any right

of set off, compensation or retention in respect of any

amount owed to it by us arising under the borrowing.

債権者は本貸付に係る元利金の支払請求権を自働債権とす

る相殺を行うことが出来ない旨の条項が付されている。 /

The creditor shall not exercise, claim or plead any right

of set off, compensation or retention in respect of any

amount owed to it by us arising under the borrowing.

残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更に
ついて優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部
TLAC調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類

/ Position in subordination hierarchy in liquidation (specify

instrument type immediately senior to instrument in the

insolvency creditor hierarchy of the legal entity concerned)

特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 /

Contingent call dates and redemption amount

任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 /

Subsequent call dates, if applicable

配当率又は利率の種別 / Fixed or floating dividend/coupon

配当等停止条項の有無 / Existence of a dividend stopper

剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 /

Fully discretionary, partially discretionary or mandatory

ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然
性を高める特約の有無 / Existence of step up or other incentive

to redeem

未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 /

Noncumulative or cumulative

他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 / Convertible or

non-convertible

初回償還可能日及びその償還金額 / Optional call date and

redemption amount

外国法令に準拠する手段(その他外部TLAC調達手段に限る。) /

Means by which enforceability requirement of Section 13 of the

TLAC Term Sheet is achieved (for other TLAC-eligible

instruments governed by foreign law)

その日付 / Original maturity date

償還等を可能とする特約の有無 / Issuer call subject to prior

supervisory approval
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その他外部TLAC調達手段 - 契約詳細 (国内シニアローン)

発行者 / Issuer

準拠法 / Governing law(s) of the instrument

銘柄、名称又は種類 / Instrument type

金額(単位:百万通貨単位) / Amount (mn)

発行日 / Original date of issuance

償還期限の有無 / Perpetual or dated

剰余金の配当又は利息の支払  / Coupons / dividends

元本の削減に係る特約の有無 / Write-down feature

劣後性の手段 / Type of subordination

非充足資本等要件の有無 / Non-compliant transitioned features

非充足資本等要件の内容 / If yes, specify non-compliant features

期限の利益喪失事由 / Acceleration upon an Event of Default

元利金の相殺の禁止 / No rights to Set Off by Creditor

残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更に
ついて優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部
TLAC調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類

/ Position in subordination hierarchy in liquidation (specify

instrument type immediately senior to instrument in the

insolvency creditor hierarchy of the legal entity concerned)

特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 /

Contingent call dates and redemption amount

任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 /

Subsequent call dates, if applicable

配当率又は利率の種別 / Fixed or floating dividend/coupon

配当等停止条項の有無 / Existence of a dividend stopper

剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 /

Fully discretionary, partially discretionary or mandatory

ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然
性を高める特約の有無 / Existence of step up or other incentive

to redeem

未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 /

Noncumulative or cumulative

他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 / Convertible or

non-convertible

初回償還可能日及びその償還金額 / Optional call date and

redemption amount

外国法令に準拠する手段(その他外部TLAC調達手段に限る。) /

Means by which enforceability requirement of Section 13 of the

TLAC Term Sheet is achieved (for other TLAC-eligible

instruments governed by foreign law)

その日付 / Original maturity date

償還等を可能とする特約の有無 / Issuer call subject to prior

supervisory approval

株式会社三井住友フィナンシャルグループ / Sumitomo

Mitsui Financial Group, Inc.

株式会社三井住友フィナンシャルグループ / Sumitomo

Mitsui Financial Group, Inc.

株式会社三井住友フィナンシャルグループ / Sumitomo

Mitsui Financial Group, Inc.

株式会社三井住友フィナンシャルグループ / Sumitomo

Mitsui Financial Group, Inc.

日本法 / Japanese Law 日本法 / Japanese Law 日本法 / Japanese Law 日本法 / Japanese Law

該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA

無担保シニアローン / Senior Unsecured Loan 無担保シニアローン / Senior Unsecured Loan 無担保シニアローン / Senior Unsecured Loan 無担保シニアローン / Senior Unsecured Loan

USD100 USD200 USD400 USD90

2016/12/22 2017/2/24 2017/6/15 2017/6/15

有 / Dated 有 / Dated 有 / Dated 有 / Dated

2031/12/22 2027/5/24 2027/6/15 2027/6/15

該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA

該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA

該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA

該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA

固定 / Fixed 変動 / floating 変動 / floating 変動 / floating

無 / No 無 / No 無 / No 無 / No

裁量なし / Mandatory 裁量なし / Mandatory 裁量なし / Mandatory 裁量なし / Mandatory

無 / No 無 / No 無 / No 無 / No

- - - -

無 / Nonconvertible 無 / Nonconvertible 無 / Nonconvertible 無 / Nonconvertible

無 / No 無 / No 無 / No 無 / No

劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural 劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural 劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural 劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural

該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA

無 / No 無 / No 無 / No 無 / No

- - - -

当社が本貸付に係る元利金の支払義務に違反し、一定期間

内にこれを履行又は解消出来なかった場合、当社が破産、

会社更生、民事再生等の倒産処理法に基づく倒産手続開始

の申立てをし、もしくはその決定もしくは命令を受けた場

合、解散（合併の場合を除く。）の決議をした場合、また

は、特別清算開始の命令を受けた場合、本貸付に関して、

期限の利益を失う旨の条項が付されている。 / The

payment under the borrowing shall be accelerated and

become immediately due and payable, if we default in

any payment of principal or interest under the

borrowing and such default continues for a certain

period of time, or if we become subject to certain

bankruptcy, insolvency or similar proceedings or

winding up or dissolution.

当社が本貸付に係る元利金の支払義務に違反し、一定期間

内にこれを履行又は解消出来なかった場合、当社が破産、

会社更生、民事再生等の倒産処理法に基づく倒産手続開始

の申立てをし、もしくはその決定もしくは命令を受けた場

合、解散（合併の場合を除く。）の決議をした場合、また

は、特別清算開始の命令を受けた場合、本貸付に関して、

期限の利益を失う旨の条項が付されている。 / The

payment under the borrowing shall be accelerated and

become immediately due and payable, if we default in

any payment of principal or interest under the

borrowing and such default continues for a certain

period of time, or if we become subject to certain

bankruptcy, insolvency or similar proceedings or

winding up or dissolution.

当社が本貸付に係る元利金の支払義務に違反し、一定期間

内にこれを履行又は解消出来なかった場合、当社が破産、

会社更生、民事再生等の倒産処理法に基づく倒産手続開始

の申立てをし、もしくはその決定もしくは命令を受けた場

合、解散（合併の場合を除く。）の決議をした場合、また

は、特別清算開始の命令を受けた場合、本貸付に関して、

期限の利益を失う旨の条項が付されている。 / The

payment under the borrowing shall be accelerated and

become immediately due and payable, if we default in

any payment of principal or interest under the

borrowing and such default continues for a certain

period of time, or if we become subject to certain

bankruptcy, insolvency or similar proceedings or

winding up or dissolution.

当社が本貸付に係る元利金の支払義務に違反し、一定期間

内にこれを履行又は解消出来なかった場合、当社が破産、

会社更生、民事再生等の倒産処理法に基づく倒産手続開始

の申立てをし、もしくはその決定もしくは命令を受けた場

合、解散（合併の場合を除く。）の決議をした場合、また

は、特別清算開始の命令を受けた場合、本貸付に関して、

期限の利益を失う旨の条項が付されている。 / The

payment under the borrowing shall be accelerated and

become immediately due and payable, if we default in

any payment of principal or interest under the

borrowing and such default continues for a certain

period of time, or if we become subject to certain

bankruptcy, insolvency or similar proceedings or

winding up or dissolution.

債権者は本貸付に係る元利金の支払請求権を自働債権とす

る相殺を行うことが出来ない旨の条項が付されている。 /

The creditor shall not exercise, claim or plead any right

of set off, compensation or retention in respect of any

amount owed to it by us arising under the borrowing.

債権者は本貸付に係る元利金の支払請求権を自働債権とす

る相殺を行うことが出来ない旨の条項が付されている。 /

The creditor shall not exercise, claim or plead any right

of set off, compensation or retention in respect of any

amount owed to it by us arising under the borrowing.

債権者は本貸付に係る元利金の支払請求権を自働債権とす

る相殺を行うことが出来ない旨の条項が付されている。 /

The creditor shall not exercise, claim or plead any right

of set off, compensation or retention in respect of any

amount owed to it by us arising under the borrowing.

債権者は本貸付に係る元利金の支払請求権を自働債権とす

る相殺を行うことが出来ない旨の条項が付されている。 /

The creditor shall not exercise, claim or plead any right

of set off, compensation or retention in respect of any

amount owed to it by us arising under the borrowing.
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その他外部TLAC調達手段 - 契約詳細 (国内シニアローン)

発行者 / Issuer

準拠法 / Governing law(s) of the instrument

銘柄、名称又は種類 / Instrument type

金額(単位:百万通貨単位) / Amount (mn)

発行日 / Original date of issuance

償還期限の有無 / Perpetual or dated

剰余金の配当又は利息の支払  / Coupons / dividends

元本の削減に係る特約の有無 / Write-down feature

劣後性の手段 / Type of subordination

非充足資本等要件の有無 / Non-compliant transitioned features

非充足資本等要件の内容 / If yes, specify non-compliant features

期限の利益喪失事由 / Acceleration upon an Event of Default

元利金の相殺の禁止 / No rights to Set Off by Creditor

残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更に
ついて優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部
TLAC調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類

/ Position in subordination hierarchy in liquidation (specify

instrument type immediately senior to instrument in the

insolvency creditor hierarchy of the legal entity concerned)

特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 /

Contingent call dates and redemption amount

任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 /

Subsequent call dates, if applicable

配当率又は利率の種別 / Fixed or floating dividend/coupon

配当等停止条項の有無 / Existence of a dividend stopper

剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 /

Fully discretionary, partially discretionary or mandatory

ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然
性を高める特約の有無 / Existence of step up or other incentive

to redeem

未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 /

Noncumulative or cumulative

他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 / Convertible or

non-convertible

初回償還可能日及びその償還金額 / Optional call date and

redemption amount

外国法令に準拠する手段(その他外部TLAC調達手段に限る。) /

Means by which enforceability requirement of Section 13 of the

TLAC Term Sheet is achieved (for other TLAC-eligible

instruments governed by foreign law)

その日付 / Original maturity date

償還等を可能とする特約の有無 / Issuer call subject to prior

supervisory approval

株式会社三井住友フィナンシャルグループ / Sumitomo

Mitsui Financial Group, Inc.

株式会社三井住友フィナンシャルグループ / Sumitomo

Mitsui Financial Group, Inc.

株式会社三井住友フィナンシャルグループ / Sumitomo

Mitsui Financial Group, Inc.

株式会社三井住友フィナンシャルグループ / Sumitomo

Mitsui Financial Group, Inc.

日本法 / Japanese Law 日本法 / Japanese Law 日本法 / Japanese Law 日本法 / Japanese Law

該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA

無担保シニアローン / Senior Unsecured Loan 無担保シニアローン / Senior Unsecured Loan 無担保シニアローン / Senior Unsecured Loan 無担保シニアローン / Senior Unsecured Loan

USD100 AUD100 USD100 AUD50

2017/9/27 2017/12/15 2018/11/13 2018/12/14

有 / Dated 有 / Dated 有 / Dated 有 / Dated

2029/9/27 2027/12/15 2030/11/13 2028/12/14

該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA

該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA

該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA

該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA

変動 / floating 固定 / Fixed 変動 / floating 固定 / Fixed

無 / No 無 / No 無 / No 無 / No

裁量なし / Mandatory 裁量なし / Mandatory 裁量なし / Mandatory 裁量なし / Mandatory

無 / No 無 / No 無 / No 無 / No

- - - -

無 / Nonconvertible 無 / Nonconvertible 無 / Nonconvertible 無 / Nonconvertible

無 / No 無 / No 無 / No 無 / No

劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural 劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural 劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural 劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural

該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA

無 / No 無 / No 無 / No 無 / No

- - - -

当社が本貸付に係る元利金の支払義務に違反し、一定期間

内にこれを履行又は解消出来なかった場合、当社が破産、

会社更生、民事再生等の倒産処理法に基づく倒産手続開始

の申立てをし、もしくはその決定もしくは命令を受けた場

合、解散（合併の場合を除く。）の決議をした場合、また

は、特別清算開始の命令を受けた場合、本貸付に関して、

期限の利益を失う旨の条項が付されている。 / The

payment under the borrowing shall be accelerated and

become immediately due and payable, if we default in

any payment of principal or interest under the

borrowing and such default continues for a certain

period of time, or if we become subject to certain

bankruptcy, insolvency or similar proceedings or

winding up or dissolution.

当社が本貸付に係る元利金の支払義務に違反し、一定期間

内にこれを履行又は解消出来なかった場合、当社が破産、

会社更生、民事再生等の倒産処理法に基づく倒産手続開始

の申立てをし、もしくはその決定もしくは命令を受けた場

合、解散（合併の場合を除く。）の決議をした場合、また

は、特別清算開始の命令を受けた場合、本貸付に関して、

期限の利益を失う旨の条項が付されている。 / The

payment under the borrowing shall be accelerated and

become immediately due and payable, if we default in

any payment of principal or interest under the

borrowing and such default continues for a certain

period of time, or if we become subject to certain

bankruptcy, insolvency or similar proceedings or

winding up or dissolution.

当社が本貸付に係る元利金の支払義務に違反し、一定期間

内にこれを履行又は解消出来なかった場合、当社が破産、

会社更生、民事再生等の倒産処理法に基づく倒産手続開始

の申立てをし、もしくはその決定もしくは命令を受けた場

合、解散（合併の場合を除く。）の決議をした場合、また

は、特別清算開始の命令を受けた場合、本貸付に関して、

期限の利益を失う旨の条項が付されている。 / The

payment under the borrowing shall be accelerated and

become immediately due and payable, if we default in

any payment of principal or interest under the

borrowing and such default continues for a certain

period of time, or if we become subject to certain

bankruptcy, insolvency or similar proceedings or

winding up or dissolution.

当社が本貸付に係る元利金の支払義務に違反し、一定期間

内にこれを履行又は解消出来なかった場合、当社が破産、

会社更生、民事再生等の倒産処理法に基づく倒産手続開始

の申立てをし、もしくはその決定もしくは命令を受けた場

合、解散（合併の場合を除く。）の決議をした場合、また

は、特別清算開始の命令を受けた場合、本貸付に関して、

期限の利益を失う旨の条項が付されている。 / The

payment under the borrowing shall be accelerated and

become immediately due and payable, if we default in

any payment of principal or interest under the

borrowing and such default continues for a certain

period of time, or if we become subject to certain

bankruptcy, insolvency or similar proceedings or

winding up or dissolution.

債権者は本貸付に係る元利金の支払請求権を自働債権とす

る相殺を行うことが出来ない旨の条項が付されている。 /

The creditor shall not exercise, claim or plead any right

of set off, compensation or retention in respect of any

amount owed to it by us arising under the borrowing.

債権者は本貸付に係る元利金の支払請求権を自働債権とす

る相殺を行うことが出来ない旨の条項が付されている。 /

The creditor shall not exercise, claim or plead any right

of set off, compensation or retention in respect of any

amount owed to it by us arising under the borrowing.

債権者は本貸付に係る元利金の支払請求権を自働債権とす

る相殺を行うことが出来ない旨の条項が付されている。 /

The creditor shall not exercise, claim or plead any right

of set off, compensation or retention in respect of any

amount owed to it by us arising under the borrowing.

債権者は本貸付に係る元利金の支払請求権を自働債権とす

る相殺を行うことが出来ない旨の条項が付されている。 /

The creditor shall not exercise, claim or plead any right

of set off, compensation or retention in respect of any

amount owed to it by us arising under the borrowing.
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その他外部TLAC調達手段 - 契約詳細 (国内シニアローン)

発行者 / Issuer

準拠法 / Governing law(s) of the instrument

銘柄、名称又は種類 / Instrument type

金額(単位:百万通貨単位) / Amount (mn)

発行日 / Original date of issuance

償還期限の有無 / Perpetual or dated

剰余金の配当又は利息の支払  / Coupons / dividends

元本の削減に係る特約の有無 / Write-down feature

劣後性の手段 / Type of subordination

非充足資本等要件の有無 / Non-compliant transitioned features

非充足資本等要件の内容 / If yes, specify non-compliant features

期限の利益喪失事由 / Acceleration upon an Event of Default

元利金の相殺の禁止 / No rights to Set Off by Creditor

残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更に
ついて優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部
TLAC調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類

/ Position in subordination hierarchy in liquidation (specify

instrument type immediately senior to instrument in the

insolvency creditor hierarchy of the legal entity concerned)

特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 /

Contingent call dates and redemption amount

任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 /

Subsequent call dates, if applicable

配当率又は利率の種別 / Fixed or floating dividend/coupon

配当等停止条項の有無 / Existence of a dividend stopper

剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 /

Fully discretionary, partially discretionary or mandatory

ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然
性を高める特約の有無 / Existence of step up or other incentive

to redeem

未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 /

Noncumulative or cumulative

他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 / Convertible or

non-convertible

初回償還可能日及びその償還金額 / Optional call date and

redemption amount

外国法令に準拠する手段(その他外部TLAC調達手段に限る。) /

Means by which enforceability requirement of Section 13 of the

TLAC Term Sheet is achieved (for other TLAC-eligible

instruments governed by foreign law)

その日付 / Original maturity date

償還等を可能とする特約の有無 / Issuer call subject to prior

supervisory approval

株式会社三井住友フィナンシャルグループ / Sumitomo

Mitsui Financial Group, Inc.

株式会社三井住友フィナンシャルグループ / Sumitomo

Mitsui Financial Group, Inc.

株式会社三井住友フィナンシャルグループ / Sumitomo

Mitsui Financial Group, Inc.

株式会社三井住友フィナンシャルグループ / Sumitomo

Mitsui Financial Group, Inc.

日本法 / Japanese Law 日本法 / Japanese Law 日本法 / Japanese Law 日本法 / Japanese Law

該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA

無担保シニアローン / Senior Unsecured Loan 無担保シニアローン / Senior Unsecured Loan 無担保シニアローン / Senior Unsecured Loan 無担保シニアローン / Senior Unsecured Loan

USD50 AUD50 USD40 USD100

2018/12/14 2019/3/15 2019/3/15 2019/9/20

有 / Dated 有 / Dated 有 / Dated 有 / Dated

2023/12/15 2029/3/15 2024/3/15 2039/9/20

該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA

該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA

該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA

該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA

変動 / floating 固定 / Fixed 固定 / Fixed 変動 / floating

無 / No 無 / No 無 / No 無 / No

裁量なし / Mandatory 裁量なし / Mandatory 裁量なし / Mandatory 裁量なし / Mandatory

無 / No 無 / No 無 / No 無 / No

- - - -

無 / Nonconvertible 無 / Nonconvertible 無 / Nonconvertible 無 / Nonconvertible

無 / No 無 / No 無 / No 無 / No

劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural 劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural 劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural 劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural

該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA

無 / No 無 / No 無 / No 無 / No

- - - -

当社が本貸付に係る元利金の支払義務に違反し、一定期間

内にこれを履行又は解消出来なかった場合、当社が破産、

会社更生、民事再生等の倒産処理法に基づく倒産手続開始

の申立てをし、もしくはその決定もしくは命令を受けた場

合、解散（合併の場合を除く。）の決議をした場合、また

は、特別清算開始の命令を受けた場合、本貸付に関して、

期限の利益を失う旨の条項が付されている。 / The

payment under the borrowing shall be accelerated and

become immediately due and payable, if we default in

any payment of principal or interest under the

borrowing and such default continues for a certain

period of time, or if we become subject to certain

bankruptcy, insolvency or similar proceedings or

winding up or dissolution.

当社が本貸付に係る元利金の支払義務に違反し、一定期間

内にこれを履行又は解消出来なかった場合、当社が破産、

会社更生、民事再生等の倒産処理法に基づく倒産手続開始

の申立てをし、もしくはその決定もしくは命令を受けた場

合、解散（合併の場合を除く。）の決議をした場合、また

は、特別清算開始の命令を受けた場合、本貸付に関して、

期限の利益を失う旨の条項が付されている。 / The

payment under the borrowing shall be accelerated and

become immediately due and payable, if we default in

any payment of principal or interest under the

borrowing and such default continues for a certain

period of time, or if we become subject to certain

bankruptcy, insolvency or similar proceedings or

winding up or dissolution.

当社が本貸付に係る元利金の支払義務に違反し、一定期間

内にこれを履行又は解消出来なかった場合、当社が破産、

会社更生、民事再生等の倒産処理法に基づく倒産手続開始

の申立てをし、もしくはその決定もしくは命令を受けた場

合、解散（合併の場合を除く。）の決議をした場合、また

は、特別清算開始の命令を受けた場合、本貸付に関して、

期限の利益を失う旨の条項が付されている。 / The

payment under the borrowing shall be accelerated and

become immediately due and payable, if we default in

any payment of principal or interest under the

borrowing and such default continues for a certain

period of time, or if we become subject to certain

bankruptcy, insolvency or similar proceedings or

winding up or dissolution.

当社が本貸付に係る元利金の支払義務に違反し、一定期間

内にこれを履行又は解消出来なかった場合、当社が破産、

会社更生、民事再生等の倒産処理法に基づく倒産手続開始

の申立てをし、もしくはその決定もしくは命令を受けた場

合、解散（合併の場合を除く。）の決議をした場合、また

は、特別清算開始の命令を受けた場合、本貸付に関して、

期限の利益を失う旨の条項が付されている。 / The

payment under the borrowing shall be accelerated and

become immediately due and payable, if we default in

any payment of principal or interest under the

borrowing and such default continues for a certain

period of time, or if we become subject to certain

bankruptcy, insolvency or similar proceedings or

winding up or dissolution.

債権者は本貸付に係る元利金の支払請求権を自働債権とす

る相殺を行うことが出来ない旨の条項が付されている。 /

The creditor shall not exercise, claim or plead any right

of set off, compensation or retention in respect of any

amount owed to it by us arising under the borrowing.

債権者は本貸付に係る元利金の支払請求権を自働債権とす

る相殺を行うことが出来ない旨の条項が付されている。 /

The creditor shall not exercise, claim or plead any right

of set off, compensation or retention in respect of any

amount owed to it by us arising under the borrowing.

債権者は本貸付に係る元利金の支払請求権を自働債権とす

る相殺を行うことが出来ない旨の条項が付されている。 /

The creditor shall not exercise, claim or plead any right

of set off, compensation or retention in respect of any

amount owed to it by us arising under the borrowing.

債権者は本貸付に係る元利金の支払請求権を自働債権とす

る相殺を行うことが出来ない旨の条項が付されている。 /

The creditor shall not exercise, claim or plead any right

of set off, compensation or retention in respect of any

amount owed to it by us arising under the borrowing.
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その他外部TLAC調達手段 - 契約詳細 (国内シニアローン)

発行者 / Issuer

準拠法 / Governing law(s) of the instrument

銘柄、名称又は種類 / Instrument type

金額(単位:百万通貨単位) / Amount (mn)

発行日 / Original date of issuance

償還期限の有無 / Perpetual or dated

剰余金の配当又は利息の支払  / Coupons / dividends

元本の削減に係る特約の有無 / Write-down feature

劣後性の手段 / Type of subordination

非充足資本等要件の有無 / Non-compliant transitioned features

非充足資本等要件の内容 / If yes, specify non-compliant features

期限の利益喪失事由 / Acceleration upon an Event of Default

元利金の相殺の禁止 / No rights to Set Off by Creditor

残余財産の分配又は倒産手続きにおける債務の弁済若しくは変更に
ついて優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部
TLAC調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類

/ Position in subordination hierarchy in liquidation (specify

instrument type immediately senior to instrument in the

insolvency creditor hierarchy of the legal entity concerned)

特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 /

Contingent call dates and redemption amount

任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 /

Subsequent call dates, if applicable

配当率又は利率の種別 / Fixed or floating dividend/coupon

配当等停止条項の有無 / Existence of a dividend stopper

剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 /

Fully discretionary, partially discretionary or mandatory

ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然
性を高める特約の有無 / Existence of step up or other incentive

to redeem

未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 /

Noncumulative or cumulative

他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 / Convertible or

non-convertible

初回償還可能日及びその償還金額 / Optional call date and

redemption amount

外国法令に準拠する手段(その他外部TLAC調達手段に限る。) /

Means by which enforceability requirement of Section 13 of the

TLAC Term Sheet is achieved (for other TLAC-eligible

instruments governed by foreign law)

その日付 / Original maturity date

償還等を可能とする特約の有無 / Issuer call subject to prior

supervisory approval

株式会社三井住友フィナンシャルグループ / Sumitomo

Mitsui Financial Group, Inc.

株式会社三井住友フィナンシャルグループ / Sumitomo

Mitsui Financial Group, Inc.

株式会社三井住友フィナンシャルグループ / Sumitomo

Mitsui Financial Group, Inc.

株式会社三井住友フィナンシャルグループ / Sumitomo

Mitsui Financial Group, Inc.

日本法 / Japanese Law 日本法 / Japanese Law 日本法 / Japanese Law 日本法 / Japanese Law

該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA

無担保シニアローン / Senior Unsecured Loan 無担保シニアローン / Senior Unsecured Loan 無担保シニアローン / Senior Unsecured Loan 無担保シニアローン / Senior Unsecured Loan

USD100 USD137 USD100 USD175

2021/3/18 2021/9/24 2021/10/15 2021/12/22

有 / Dated 有 / Dated 有 / Dated 有 / Dated

2041/3/18 2040/9/24 2041/10/15 2039/12/22

該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA

該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA

該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA

該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA

固定 / Fixed 固定 / Fixed 固定 / Fixed 固定 / Fixed

無 / No 無 / No 無 / No 無 / No

裁量なし / Mandatory 裁量なし / Mandatory 裁量なし / Mandatory 裁量なし / Mandatory

無 / No 無 / No 無 / No 無 / No

- - - -

無 / Nonconvertible 無 / Nonconvertible 無 / Nonconvertible 無 / Nonconvertible

無 / No 無 / No 無 / No 無 / No

劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural 劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural 劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural 劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural

該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA

無 / No 無 / No 無 / No 無 / No

- - - -

当社が本貸付に係る元利金の支払義務に違反し、一定期間

内にこれを履行又は解消出来なかった場合、当社が破産、

会社更生、民事再生等の倒産処理法に基づく倒産手続開始

の申立てをし、もしくはその決定もしくは命令を受けた場

合、解散（合併の場合を除く。）の決議をした場合、また

は、特別清算開始の命令を受けた場合、本貸付に関して、

期限の利益を失う旨の条項が付されている。 / The

payment under the borrowing shall be accelerated and

become immediately due and payable, if we default in

any payment of principal or interest under the

borrowing and such default continues for a certain

period of time, or if we become subject to certain

bankruptcy, insolvency or similar proceedings or

winding up or dissolution.

当社が本貸付に係る元利金の支払義務に違反し、一定期間

内にこれを履行又は解消出来なかった場合、当社が破産、

会社更生、民事再生等の倒産処理法に基づく倒産手続開始

の申立てをし、もしくはその決定もしくは命令を受けた場

合、解散（合併の場合を除く。）の決議をした場合、また

は、特別清算開始の命令を受けた場合、本貸付に関して、

期限の利益を失う旨の条項が付されている。 / The

payment under the borrowing shall be accelerated and

become immediately due and payable, if we default in

any payment of principal or interest under the

borrowing and such default continues for a certain

period of time, or if we become subject to certain

bankruptcy, insolvency or similar proceedings or

winding up or dissolution.

当社が本貸付に係る元利金の支払義務に違反し、一定期間

内にこれを履行又は解消出来なかった場合、当社が破産、

会社更生、民事再生等の倒産処理法に基づく倒産手続開始

の申立てをし、もしくはその決定もしくは命令を受けた場

合、解散（合併の場合を除く。）の決議をした場合、また

は、特別清算開始の命令を受けた場合、本貸付に関して、

期限の利益を失う旨の条項が付されている。 / The

payment under the borrowing shall be accelerated and

become immediately due and payable, if we default in

any payment of principal or interest under the

borrowing and such default continues for a certain

period of time, or if we become subject to certain

bankruptcy, insolvency or similar proceedings or

winding up or dissolution.

当社が本貸付に係る元利金の支払義務に違反し、一定期間

内にこれを履行又は解消出来なかった場合、当社が破産、

会社更生、民事再生等の倒産処理法に基づく倒産手続開始

の申立てをし、もしくはその決定もしくは命令を受けた場

合、解散（合併の場合を除く。）の決議をした場合、また

は、特別清算開始の命令を受けた場合、本貸付に関して、

期限の利益を失う旨の条項が付されている。 / The

payment under the borrowing shall be accelerated and

become immediately due and payable, if we default in

any payment of principal or interest under the

borrowing and such default continues for a certain

period of time, or if we become subject to certain

bankruptcy, insolvency or similar proceedings or

winding up or dissolution.

債権者は本貸付に係る元利金の支払請求権を自働債権とす

る相殺を行うことが出来ない旨の条項が付されている。 /

The creditor shall not exercise, claim or plead any right

of set off, compensation or retention in respect of any

amount owed to it by us arising under the borrowing.

債権者は本貸付に係る元利金の支払請求権を自働債権とす

る相殺を行うことが出来ない旨の条項が付されている。 /

The creditor shall not exercise, claim or plead any right

of set off, compensation or retention in respect of any

amount owed to it by us arising under the borrowing.

債権者は本貸付に係る元利金の支払請求権を自働債権とす

る相殺を行うことが出来ない旨の条項が付されている。 /

The creditor shall not exercise, claim or plead any right

of set off, compensation or retention in respect of any

amount owed to it by us arising under the borrowing.

債権者は本貸付に係る元利金の支払請求権を自働債権とす

る相殺を行うことが出来ない旨の条項が付されている。 /

The creditor shall not exercise, claim or plead any right

of set off, compensation or retention in respect of any

amount owed to it by us arising under the borrowing.
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