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DISCLAIMER
These presentation materials may not be distributed to the press or to any other persons, may not be redistributed or passed on, directly or indirectly, to any person, or published or reproduced, in whole or in part, by any medium or for any purpose.
This presentation summarizes certain information relating to Groupe BPCE, its results of operations and financial condition, and does not purport to be complete. Additional information is available in the annual report, semi-annual report and other financial
communications published on BPCE's website (www.bpce.fr). This document is not to be reproduced by any person, nor be distributed to any person other than its original recipient. BPCE takes no responsibility for the use of these materials by any person.
Unless otherwise indicated, the source of the information contained in this document is BPCE and has not been independently verified. No representation or warranty expressed or implied is made as to, and no reliance should be placed on, the fairness,
accuracy, completeness or correctness of the information or opinions contained herein. None of BPCE, its affiliates, its advisors or representatives, or any other person, shall have any liability whatsoever (in negligence or otherwise) for any loss arising from
any use of this document or its contents or otherwise arising in connection with this document.

This presentation may contain forward-looking statements and comments relating to the objectives and strategy of Groupe BPCE, its shareholders and their direct or indirect subsidiaries. Forwardlooking statements are statements that are not historical facts.
By their very nature, these forwardlooking statements inherently depend on assumptions, project considerations, objectives and expectations linked to future events, transactions, products and services as well as on suppositions regarding future performance
and synergies. Forward-looking statements may be identified by the words “believe,” “expect,” “anticipate,” “target” or similar expressions.
No guarantee can be given that such objectives will be realized; they are subject to inherent risks and uncertainties and are based on assumptions relating to Groupe BPCE, its subsidiaries and associates and the business development thereof; trends in the
sector; future acquisitions and investments; macroeconomic conditions and conditions in Groupe BPCE’s principal local markets; competition and regulation. Occurrence of such events is not certain, and outcomes may prove different from current
expectations, significantly affecting expected results. Actual results may differ significantly from those anticipated or implied by the forward-looking statements. Groupe BPCE shall in no event have any obligation to publish modifications or updates of such
objectives, whether as a result of new information, future events, or otherwise.
The distribution of this presentation may be restricted in certain countries by applicable laws and regulations. This presentation is not directed to, or intended for distribution to or use by, any person or entity that is a citizen or resident of, or located in, any
locality, state, country or other jurisdiction where such distribution or use would be contrary to law or regulation or which would require any registration or licensing within such jurisdiction

This document does not constitute or form part of any offer or invitation to sell or issue, or any solicitation of any offer to purchase or subscribe for, any securities of BPCE or any subsidiary or affiliate of BPCE nor should it or any part of it form the basis of, or
be relied on in connection with, any purchase, sale or subscription for any securities of BPCE or any subsidiary or affiliate of BPCE or be relied on in connection with any contract or commitment whatsoever. Securities may not be offered or sold, directly or
indirectly, in the United States or to, or for the account or benefit of, U.S. persons, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the United States Securities Act of 1933, as amended. None of BPCE,
its subsidiaries or its affiliates intend to make a public offering of any such securities in the United States.
This presentation has been prepared on the basis that any offers of securities will be made pursuant to an exemption under Article 3 of Directive 2003/71/EC (the “Prospectus Directive”), as implemented in member states (“Member States”) of the European
Economic Area (the “EEA”), from the requirement to produce a prospectus for offers of the securities. Accordingly, any person making or intending to make any offer of the securities within the EEA should only do so in circumstances in which no obligation
arises for BPCE or any subsidiary or affiliate of BPCE to produce a prospectus for such offer.
This presentation is for distribution only to, and is only directed at, in the United Kingdom persons who (i) fall within the definition of investment professionals (persons having professional experience in matters relating to investments) falling within Article 19(5)
of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended, (the “Financial Promotion Order”), (ii) are high net worth entities, and other persons falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Financial Promotion Order to whom
this offering memorandum may lawfully be communicated, or (iii) are persons to whom an invitation or inducement to engage in investment activity (within the meaning of section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000) in connection with the issue
or sale of any securities may otherwise lawfully be communicated (all such persons together being referred to as “Relevant Persons”). Any investment or investment activity to which this presentation relates is available only to Relevant Persons and will be
engaged in only with Relevant Persons. Any person who is not a Relevant Person should not act or rely on this presentation or any of its contents.
Any decision to purchase any securities of BPCE or any subsidiary or affiliate of BPCE should be made solely on the basis of the information to be contained in the offering memorandum produced in connection with the offering of such securities. Prospective
investors are required to make their own independent investigations and appraisals of the business and financial condition of BPCE or any subsidiary or affiliate of BPCE and the nature of the securities before taking any investment decision with respect to
such securities. The offering memorandum may contain information different from or additional to the information contained herein.
This presentation includes financial data related to publicly-listed companies which, in accordance with Article L. 451-1-2 of the French Monetary and Financial Code (Code Monétaire et Financier), publish information on a quarterly basis about their total
revenues per business line. Accordingly, the quarterly financial data regarding these companies is derived from an estimate carried out by Groupe BPCE. The publication of Groupe BPCE’s key financial figures based on these estimates should not be
construed to engage the liability of the abovementioned companies.
The Japanese language version of this presentation is a translation of the English language version. In the event of any difference in meaning or intent, etc., between the English language version and the Japanese language version, the English language
version shall prevail.
This presentation is not a prospectus under the Financial Instruments and Exchange Law of Japan. Prospective investors are required to make their investment decision in purchasing BPCE S.A. JAPANESE YEN SENIOR NON-PREFERRED BONDS
(UNDETERMINED) SERIES (2018) (SOCIAL BONDS) (the “Bonds”) solely on the basis of information contained in the prospectus which has been prepared in connection with the issuance of the Bonds (the “Prospectus”). The Prospectus can be obtained
from Daiwa Securities Co. Ltd., Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd., Natixis Japan Securities Co., Ltd., Nomura Securities Co., Ltd. and SMBC Nikko Securities Inc. at their offices in Japan.
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免責事項
これらのプレゼンテーション資料は報道機関やその他の者に配布することはできず、いかなる者にも直接的、間接的に再配布または回付することはできず、いかなるメディアによってもどのような目的であれ、その全体または一部を発表したり再生したりす
ることもできません。
このプレゼンテーションはグループBPCE、その業績および財務状況に関する一定の情報を要約したものであり、完全であることは意図されていません。さらなる情報は、BPCEのウェブサイト（www.bpce.fr）で公表されている年次報告書、半期報告書およ
びその他の財務関連資料において入手可能です。本書は、いかなる者によっても再生されず、その当初受領者以外のいかなる者にも再配布されることはありません。BPCEは、これらの資料のいかなる者による利用についても責任は負いません。
別途示唆されていない限り、本書に盛り込まれている情報の出所はBPCEであり、第三者による検証はされていません。本書に記載されている情報や見解の公正性、正確性、完全性または適正性に関する表明や保証は明示的であれ黙示的であれ一切
なされておらず、そうした情報や見解に依拠するべきでもありません。BPCE、その関係会社、そのアドバイザーまたは代表者、その他の者のいずれも、本書やその内容を利用して発生するか別途本書との関係で発生したいかなる損失についても（怠慢や
その他の）責任は一切負わないものとします。
本プレゼンテーションには、グループBPCEの目的および戦略、その株主およびその直接または間接子会社に関連した将来の予想に関する記述が含まれています。将来の予想に関する記述とは、歴史的事実ではない記述です。それらの特性から、そう
した将来の予想に関する記述は、将来の出来事、取引、商品・サービスに結びついた推定、予測考察、目的および期待事項、ならびに将来の業績および相乗効果に関する推測に本質的に依存しています。将来の予測に関する記述は、「考える」、「期待
する」、「予測する」、「目標とする」といった単語または類似した表現で識別することができます。
そのような目的が実現されると保証することは一切できません。それらの事項は、内在するリスクおよび不確実性次第であり、グループBPCE、その子会社、関連会社およびそれらの事業の進展、当該セクターにおける傾向、将来的な買収および投資、マ
クロ経済状況およびグループBPCEが関わる主たる現地市場での市況、競合状態および規制環境に関連した推定に基づいたものです。記述されているような事態が発生するかは定かではなく、結果が現在の予測とは異なるものとなり期待された成果に
多大な影響を及ぼす場合があります。実際の結果は、将来の見通しに関する記述で予想されるか示唆された予測事項とは著しく異なることがあります。グループBPCEは、いかなる場合であれ、そうした目的の変更または更新を発表する義務は負いませ
ん。
本プレゼンテーションの配布は、該当する法令により一定諸国では制限される場合があります。本プレゼンテーションは、そうした配布が法令に違反するかそのための登録やライセンスが求められる地域、州、国またはその他の裁判管轄地域の居住者か
それらに所在するいかなる者や実体に向けたものでもなく、それらへの配布またはそれらによる利用が意図されたものでもありません。
本書はBPCE、BPCEの子会社または関連会社の証券に関する募集、それらを販売または発行する勧誘、あるいはそれらを購入するか申し込む募集に関わる懇請の一部とはならず、本書やその一部はBPCE、BPCEの子会社または関連会社の証券に
関わる購入、販売または申し込みの基礎とはならずそれらの関係で依拠されるべきではなく、いかなる契約やコミットメントとの関係でも依拠されるべきではありません。1933年米国証券法（その後の改正を含む）の登録要件免除によるかそうした登録要
件が課される対象ではない取引の場合を例外として、証券が直接的、間接的に米国において、あるいは米国人の口座や利益を対象とするかそれらとの関連で募集または販売されない場合があります。BPCE、その子会社または関連会社のいずれも、そ
のような証券を米国で公募する意図はありません。
本プレゼンテーションは、欧州経済領域（EEA）の加盟国（「加盟国」）で実施されている2003/71/EC指令第3条（「目論見書に関する指令」）に基づく証券募集に関する目論見書を作成する要件が免除されて証券の募集がなされることに基づいて作成され
ています。したがって、EEA域内で証券を募集するかそれを企図する者は、BPCE、BPCEの子会社または関連会社にそうした募集の目論見書を作成する義務が一切発生しない状況のみでそのように対応することが求められます。
本プレゼンテーションは、英国においては、以下のような者のみに配布する用途のものであり、それらの者だけに向けられたものです：(i) 2000年金融サービス法（金融に関する営業活動）第19(5)条2005年命令（「金融に関する営業活動に関する命令」）に
該当する投資専門家（投資に関連した問題で専門的経験を有する者）の定義に当てはまる、(ii) 高水準の純資産を有する実体、および金融に関する営業活動に関する命令第49(2)(a)条に該当しこの種の募集要項が合法的に通達されるその他の者、ある
いは、(iii) 証券の発行または販売との関係で（2000年金融サービス法セクション21の趣旨に該当する）投資活動を行うための勧誘または誘因が別途合法的に通達される者（かかる者は総称して「関連者」という）。本プレゼンテーションが関連する投資ま
たは投資活動は、関連者のみに提供され、関連者との間でのみ行われることになります。関連者でない者は本プレゼンテーションやその内容に基づいて対応したりそれらに依拠したりしないことが求められます。
BPCE、BPCEの子会社または関連会社の証券を購入する決定は、そうした証券の募集との関係で作成される募集要項に記載されている情報だけに基づいてなされることが求められます。想定投資家においては、そうした証券に関する投資判断を行う前
に、BPCE、BPCEの子会社または関連会社の事業および財務状況ならびにかかる証券の性質に関する独自の調査と評価を実施することが求められます。募集要項には本書に記載されている情報とは異なるかそれに追加される情報が含まれる場合が
あります。

本プレゼンテーションには、フランス通貨金融法典（Code Monétaire and Financier）L. 451-1-2条に従いビジネスラインの総収益に関する情報を四半期ベースで発表している公開上場会社に関する財務データが記載されています。したがって、それらの
企業に関する四半期の財務データはグループBPCEが実施した推定から導かれたものです。そうした推定に基づいたグループBPCEの主な財務数値の発表は、上記企業についての責任を負うものとは解釈されないことが求められます。
このプレゼンテーションの和文版は英文版の翻訳であり、英文版と和文版で意味または趣旨等について相違が生じた場合には、英文に従うものとします。
本プレゼンテーションは、日本の金融商品取引法における目論見書ではありません。投資を検討している投資家は、ビー・ピー・シー・イー・エス・エー第（未定）回非上位円貨社債（2018）（ソーシャルボンド）（以下「本社債」といいます。）の購入に係る投資
判断については、本社債の発行に関して作成された目論見書（以下「本件目論見書」といいます。）に含まれる情報のみに基づいて行う必要があります。本件目論見書は、大和証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、ナティクシス日
本証券株式会社、野村證券株式会社およびSMBC日興証券株式会社の日本国内本支店で入手可能です。
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戦略計画の中核としてのESG方針

III.

BPCE S.A.：日本市場における革新的な発行体

GROUPE BPCE’S DNA

グループBPCEのDNA

A UNIVERSAL BANK,
MULTI-BRANDS,
WITH PREDOMINANT
RETAIL ACTIVITIES

ʘ

Groupe BPCE is the 2nd largest banking group in France1, with its two leading brands,
Banque Populaire and Caisse d’Epargne

1) Market share: 21.8% of onbalance sheet customer
deposits & savings and 21.2%
of customer loans (Source:
Banque de France Q4-2017 –
all non-financial customers
combined).

ʘ

Groupe BPCE is a universal bank with a strong focus on retail banking (individuals,
nonprofit organizations, small businesses, SMEs and local authorities)

2) Excluding corporate
center, non economic
and exceptional items
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リテール事業での
圧倒的な存在感を有する
ユニバーサルバンク、
マルチブランド

ʘ

グループBPCEは、フランスにおいて2番目に大きな銀行グループ1であり、ポピュレール銀行
およびケス・デパーニュ貯蓄銀行の2つの主要ブランドを有する
リテールバンキングおよび保険

資産運用

専門金融サービス
1) 市場シェア: 貸借対照表に
アシュアランシズ

コーポレートおよび投資銀行業
2017年の税引前利益への
寄与度2

ʘ

計上される顧客預貯金では
21.8% 、顧客ローンでは
21.2% （出所：Banque de
France Q4-2017 – 非金融機関
顧客を含む）

グループBPCEは、リテールバンキングに重点を置くユニバーサルバンク（個人、非営利団
体、小規模企業、中小企業および地方自治体）
2017年のグループ銀行業収益への各事業ライン
寄与度(2)（%）

リテールバンキングおよび保険：71%
専門金融サービス：6%

リテールバンキング：62%

保険：3%

2017年の税引前利益への各事業ライン寄与度(2) （%）

リテールバンキングおよび保険：65%
専門金融サービス：6%

リテールバンキング：54%

保険：5%

コーポレート
および投資銀行業

コーポレート
および投資銀行業

2) コーポレートセン
資産運用
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ナティクシスの事業
ライン：38%

資産運用

ナティクシスの事業
ライン：46%

ター、非経済項目およ
び例外項目を除く。

GROUPE BPCE’S
COOPERATIVE
STRUCTURE

ʘ

Groupe BPCE is a cooperative banking group centered on the three-fold relationship
between cooperative shareholders (9 million) who are part of the customers (31 million)
and employees (106,500)

ʘ

Groupe BPCE’s corporate purpose is to operate as a full-service bank, designed to meet
the needs of the regions and the economy as closely as possible

A three-tier structure:
ʘ
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The two regional cooperative networks:


the 14 Banque Populaire banks



the 15 Caisse d’Epargne banks

ʘ

BPCE S.A., the central institution and holding
company, owned by the regional banks, in charge of
representing the whole Group (relationship with the
banking supervisor, the ECB), responsible for Group
strategy, coordination of marketing policies , risk
management guidelines, management of internal
guarantee and solidarity system and wholesale funding;

ʘ

Subsidiaries of BPCE S.A., including


Natixis, with 4 business lines: CIB, asset & wealth
management, insurance and specialized financial
services;



Mortgage & real estate financing specialist Credit
Foncier;



Banque Palatine, which serves intermediate-sized
enterprises; and



BPCE International, for international retail banking

9 million cooperative shareholders committed to
develop their regions through their investment in
each regional bank

グループBPCEの
協同組合組織

ʘ

グループBPCEは 協同組合銀行グループで、3,100万人の顧客の一部である協同組合株主
（900万人）と従業員（106,500人）の三重の関係性に立脚している

ʘ

グループBPCEの企業使命は、地域と経済の需要を満たすべく、フルサービスの銀行として可
能な限り緊密に運営していくこと

3段階の構造:
ʘ
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地方協同組合銀行の2大ネットワーク:


ポピュレール銀行傘下銀行 14 行



ケス・デパーニュ（貯蓄銀行） 15行

ʘ

BPCE S.A.は地方銀行が保有する中央機関であり、持株
会社である。 （監督当局であるECBとの関係から）グ
ループ全体を代表する企業であり、グループ戦略、マー
ケティング方針の調整、リスク管理ガイドライン、内部
保証と連帯システム、ホールセール資金調達などを担当

ʘ

BPCE S.A.の子会社は、以下を含む


ナティクシス（4つの事業ライン）：コーポレート
および投資銀行業務、資産運用、保険、専門的金融
サービス



クレディ・フォンシエ：住宅ローン、不動産ファイ
ナンス専門



バンク・パラティンヌ：中小企業向けサービス



BPCEアンテルナショナル：国際的なリテールバン
キング

900万人の協同組合株主がそれぞれの地方銀行へ
出資することで地域の発展に取り組んでいる

A COOPERATIVE
GOVERNANCE

ʘ

9 million cooperative shareholders1 owning 100% of the share capital of their respective
banks; voting rights based on “one cooperative shareholder = one vote2” principle
o

The Banque Populaire banks are wholly-owned by their cooperative shareholders (individuals –
including BP employees – and corporate customers)


o

Cooperative shareholders
&
customers

ʘ

1)
2)
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The Caisse d’Epargne banks are wholly owned by local savings companies, wholly owned themselves
by their cooperative shareholders (individuals – including CE employees –, corporate customers and local
authorities)


Voting rights based on “one
cooperative shareholder = one
vote2” principle

34% of BP’s customers are cooperative shareholders

23% of CE’s customers are cooperative shareholders



Cooperative shareholders have to be customers



Cooperative shareholders elect the members of the governing boards of their cooperative structure



Ability to roll action over the long term & supporting customers over time with an intergenerational vision

The 14 Banque Populaire banks and 15 Caisse d’Epargne banks wholly own (each network
50%) BPCE S.A., the central institution of the group


The strategy is defined at BPCE S.A. level in close consultation with the regional banks



The medium and long-term funding is mainly raised using BPCE S.A.’s signature and the funds raised are
downstreamed to the regional economy through the regional banks



They are involved in cooperative and corporate social responsibility (CSR), cooperative shareholder
coordination, training for directors and governance

Individual customers, small businesses, SMEs, local authorities whose motivations are those of local economic agents
The voting rights of a single cooperative shareholder are capped at 0.25% of the total Banque Populaire bank voting rights.

協同組合的
統治体制

ʘ

900万人の協同組合株主1 がそれぞれの銀行の株式を完全所有しており、議決権は「協同組合株主1
人＝1票2」の原則に基づいている
o

ポピュレール銀行傘下銀行は、その協同組合株主が完全所有（ポピュレール銀行の従業員を含む個人およ
び法人顧客）


o

協同組合株主と顧客

ʘ

1)
2)
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ケス・デパーニュは協同組合株主（従業員を含む個人、法人顧客、地方自治体）が完全所有するローカ
ル・セービング・カンパニー（LSC）が完全所有


議決権は“協同組合
株主1人=1票2”の原則

ポピュレール銀行の顧客の34%は協同組合株主

ケス・デパーニュの顧客の23%は協同組合株主



協同組合株主は顧客でなければならない



協同組合株主が協同組合組織の運営委員会のメンバーを選出する



世代間のビジョンを持ち、長期的かつ支援を行う顧客に対してアクションをとることができる

14行のポピュレール銀行と15行のケス・デパーニュはグループの中央機関であるBPCE S.A.を完全
所有（それぞれのネットワークが50%ずつ）


戦略は地方銀行との綿密な議論を経て、BPCE S.A.において策定



中長期的な調達は主にBPCE S.A.の署名で行われ、調達資金は地方銀行を通じて地域経済に行きわたる



いずれの銀行も、協調的なCSR、協同組合株主の調整、ディレクターの研修、ガバナンスに関与

地方経済のエージェントとしてモチベーションを有する個人顧客、小規模企業、中小企業、地方自治体
1協同組合株主あたりの議決権は、ポピュレール銀行の全ての議決権の0.25%が上限

REGIONAL ROOTS &
FINANCING OF THE
REAL ECONOMY

#1 bank for SMEs 1)
#1 bank for
local authorities 1)

#2 for small businesses 1)

ʘ Groupe BPCE’s banking structure relies on the long-term vision of banking
relationships, strong regional ties and the precedence we give to human
relations
 7,800 branches
 Local employer: total headcount as of December 31, 2017 was 106,463 employees, of whom
90% in France

ʘ Groupe BPCE’s business model contributes to the economic, social and
human development of each region of France
 Social solidarity at the heart of the cooperative values
o
o
o

Active sponsorship activities pursued by the Banque Populaire and Caisse d’Epargne banks in favor of
health, social solidarity, environment and culture.
€2.7bn in loans granted to the social and solidarity-based economy in 2016.
The Banque Populaire and Caisse d’Epargne banks 1) are present in 35% of the French government’s
priority neighborhoods.

1) Source : 1)For the BP: TNS 2017 figures for SMEs, 2016
CSA Research for professional customers; for the CE:
Banque de France figures and documents published by the
banks
Sources of the information above are found in page 585 of BPCE’s 2017 Registration Document
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地域密着および
実体経済への融資

ʘ グループBPCEのバンキング体制は、銀行間の関係性、地域との強力な結びつき、人
間関係の重要性に対する長期的な視点に立脚している
 7,800の支店
 地域の雇用主：2017年末時点の従業員は106,463人。うち90%はフランス国内の従業員

ʘ グループBPCEのビジネスモデルはフランス国内の各地域の経済、社会、人的
発展に貢献している
中小企業向け銀行 第1位1)
地方自治体向け銀行 第1位1)
小規模企業向け銀行 第2位1)

 協同組合の価値の根幹にある社会的連帯
o
o
o

ポピュレール銀行とケス・デパーニュの傘下銀行1)は、健康、社会的連帯、環境、文化のために、積極的
にスポンサー活動を実施
社会性、連帯を基盤とした経済に対し、2016年には€27億を融資
フランス政府が指定する「プライオリティ・ネイバー」地域のうち35%にポピュレール銀行およびケ
ス・デパーニュの傘下銀行が存在

2位
個人顧客が
選ぶ銀行

€81億

1位
法的後見人・監督者を
持つ顧客が選ぶ銀行

住宅ローンの
市場シェア

エネルギー転換に
係る融資残高

€270億
責任預金・貯蓄残高

顧客

1位

1位
1) 出所 :BP関連: SMEに関する2017年度TNS、 2016年度専
門分野顧客のためのCSAリサーチ; CE関連:フランス中銀及び
各銀行の公表資料

フランス経済の
20%を融資
地域

社会性・連帯を
基盤とした経済に
対する融資実績

中小企業が
選ぶ銀行

上記の情報の出所はBPCEの2017年度Registration Documentの585ページで確認できます。
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ナティクシスの事業ライ
ンは、フランス国外の銀
行業収益の48%を創出

SUSTAINABLE
FINANCIAL
POLICY

ʘ Groupe BPCE’s profit sharing gives priority to the sustainability of the model
through a unique retained earning policy
 The cooperative shareholders get an annual dividend
o
o

It’s like an interest paid on the nominal value of the cooperative share and voted by the AGM
It is capped by law; the cap with changes every year is equal to the 3 year average of the TMO, which is an official
index of French non-government bonds + 200 bps

 The retained earnings, after payment of the annual dividend, are kept at the regional bank
level
o

Solid drivers for
the financing of
the real economy

o

Cooperative shareholders are not the owners of the reserves (Article 15 of the law on cooperative
organizations dated 10 September 1947)
In case of liquidation and if there is a remaining value, reserves are distributed to another cooperative
entity or to a non profit organization

Retained earnings (after dividend paid to cooperative shareholders) are kept in the
regional banks

ʘ Groupe BPCE’s financial policy is run with a long-term view
 Its policy in terms of regulatory capital and loss-absorbing capacity allows Groupe BPCE to
target a high level of ratings, a way to ensure to our clients a favorable access to wholesale
funding, in term of competitive pricing and volume.
 The Group is managing a €600bn book of customer loans and €300bn of wholesale
funding

17
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持続可能な
財務政策

ʘ グループBPCEの利益配分は、ユニークな留保利益方針の下、モデルの持続可能性に重
点を置いている
 協同組合株主には年間配当が支払われる
o
o

協同組合出資証券の額面価格に対して支払われる利子のようなもので、年次総会にて決議される
法律により上限が設定されている。上限は毎年変更になり、TMO（フランスの国債以外の債券の公式インデックス）の
3年平均 + 200 bpsに等しい

 年間配当支払後の留保利益は地方銀行レベルで保持される

実体経済におけるファイナ
ンスへの堅固なドライバー

o
o

協同組合株主は準備金の保有者ではない（1947年9月10日付協同組合組織に係る法律第15条）
清算時に残余価値があった場合、準備金はその他の協同組合組織または非営利団体に分配される

協同組合株主への配当支払後の収益は地方銀行がそれぞれ保持する

ʘ グループBPCEの財務政策は長期的な視点で管理される
 規制資本および損失吸収力に関する政策を通じて、グループBPCEは高い格付けを狙うこ
とが可能。その結果、プライシングや調達規模の面で競争力があり、ホールセール調達資
金に関しても、顧客に有利な形でアクセスさせることが可能
 当グループは顧客ローン€6,000億とホールセール調達資金€3,000億を管理
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REGIONAL ROOTS &
FINANCING OF THE
REAL ECONOMY

Sound regional customer
loan book
at December 31, 2017
Public sector France (incl.
healthcare facilities)

Small businesses
11%

11%

92%
located in
France

Corporates1
27%

The group is financing
more than 20% of the
French economy

46%
5%

Individuals: consumer
finance and other

ʘ

Groupe BPCE’s loan book is concentrated on France and its regions


1
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Residential
mortgages

92% of the total customer loans granted to the French economy

Breakdown of corporates: 19% France, 8% other countries

地域密着および
実体経済における
ファイナンス

健全な地域顧客ローン
2017年12月31日時点
フランス公共部門（ヘルスケア
のファシリティを含む）
11%

小規模企業
11%

92%が
フランス
国内向け

法人1
27%

グループはフランス
経済の20%超を融資

46%
5%

住宅ローン

個人: 消費者金融
およびその他

ʘ

グループBPCEによるローンは、フランスおよびその地域に集中している


1
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顧客ローン全体の92%がフランス経済に提供されている

法人の内訳：フランス19%、その他諸国8%

A FUNDING
STRUCTURE
FOR OUR
CUSTOMERS

SIMPLIFIED “CASH” BALANCE SHEET SHOWING HIGHER
CUSTOMER ASSETS THAN RESOURCES
31/12/17
€ 841 bn

ST debt
Interbank assets &
cash (incl. cash
placed with central
banks)

Capital and rating
tools to give
favorable access
to wholesale
funding for our
customers

31/12/17
€ 841 bn

99

101

80

120

Securities

MLT subordinated
debt

Customerassets
loans
Customer
579

Δ of
€ 109bn

535
Deposits &
Customer
Savings
resources

Centralized regulated
savings

Fixed assets

MLT debt

14

65
18
Assets

71

Own funds &
others

Liabilities

Group scope excluding Compagnie de Financement Foncier (the covered bond issuer belonging to Credit Foncier)
10 TITRE DE LA PRÉSENTATION
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顧客のための
調達構造

現金ベースに単純化したバランスシートでは、顧客向け融資が顧客からの
預金を上回る
2017/12/31
€ 8,410億

2017/12/31
€ 8,410億

短期債務
インターバンク資産お
よび現金 (中央銀行へ
の預け金を含む)

顧客のために
ホールセール調達への
アクセスを優位に行わせ
る資本と格付ツール

990

1,010

800

1,200
140

証券

中長期劣後債務

顧客向け融資
5,790

€ 1,090億
の差

5,350
預金および貯蓄

規制預金

固定資産

中長期債務

650
180

710

資産

負債

自己資本等

グループの範囲には、コンパニ・ドゥ・フィナンスマン・フォンシエ（クレディ・フォンシエに属するカバードボンド発行エンティティ）を含まない

10 TITRE DE LA PRÉSENTATION
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A ROBUST FINANCIAL STRUCTURE

Credit rating outlook
revised upwards
from STABLE to
POSITIVE or Credit
rating Upgraded

(June 29, 2018)

(October 20, 2017)

(December 12, 2017)

11
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安定した財務構造

格付け見通しは安定
的からポジティブへ上
向きに見直しまたは格
上げ

スタンダード&プアーズ 長期格付（2018年4月）

(2018年6月29日)

(2017年10月20日)

2017年12月31日
時点完全適用後
CET1比率

(2017年12月12日）

平均

24
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2017 RESULTS

The Group‘s financial
robustness serves
regional development

ATTRIBUTABLE
NET INCOME
STABLE
AT €3.4bn1

INCOME
BEFORE TAX OF
€6.1bn1
+4.1%

Robust performance
achieved by the Asset &
Wealth Management and
Corporate & Investment
Banking divisions

Net banking income: +2.1%1,
growth driven by Asset & Wealth
Management, Corporate &
Investment Banking and
Insurance

Buoyant results from the
Retail Banking division

Operating expenses: +1.7%1,
increase related to business line
development

FINANCIAL
STRENGTH

CET1 ratio: 15.4%2,
+120bps in 2017

TLAC ratio: 20.8%2,
+150bps in 2017
Estimated impact of the
initial application of IFRS 9:
≈ -20bps3 on the CET1
ratio

Cost of risk at a low 20bps
Unless specified to the contrary, all changes are vs. 2016
1 Excluding non-economic and exceptional items 2 Estimate at Dec. 31, 2017 - CRR/CRD IV without transitional measures; additional Tier-1 capital takes account of subordinated debt issues that have become ineligible and capped at
the phase-out rate in force 3 Unaudited estimate
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2017年業績

グループの財務健全性は
地域発展に貢献

帰属純利益 は
€34億1
で横ばい

資産運用、コーポレートおよ
び投資銀行業が安定した業
績を牽引
またリテールバンキング部門
も好調

税引前利益
€61億1
4.1％増

銀行業純収益: +2.1%1
増益は資産運用、コーポレート
および投資銀行業、保険の好調な
業績による
営業費用: +1.7%1
事業分野の開発により増加

財務の健全性

CET1 比率: 15.4%2
2017年120bps増

TLAC 比率: 20.8%2
2017年150bps増
IFRS 9導入の初期的影響概算:
≈ CET1比率20bps3 減

リスクコストは20bps台前半

特に明記されていない限り、変化率は2016年の業績と比べたものを示す
1 非経済的な例外項目を除く 2 2017年12月31日時点の予想値 – 暫定措置を除くCRR/CRD IV（EU自己資本要求規則／資本要求指令4）。その他Tier 1資本は、算入対象外の劣後債で、実効フェーズアウト率でキャップされたものを考慮 3 未監
査の予想値
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ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND
GOVERNANCE (ESG) POLICY AT THE
HEART OF OUR STRATEGIC PLAN

戦略計画の中核としての環境、
社会、ガバナンス（ESG）方針

A socially responsible Group committed to society at large

TEC 2018 – 2020

COOPERATIVE AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)
COMMITMENTS
• Strengthening of relationships with our cooperative shareholders and stakeholders
• Drawing up of transparent sector-specific policies and inclusion of ESG criteria
• Professional deontology: code of ethics/code of behavior
• Societal responsibility of banks via the ISO 26 000 approach
COMMITMENTS TO OUR CUSTOMERS AND LOCAL COMMUNITIES
• Contributions to regional ecosystems: local general interest initiatives, innovation,
active sponsorship, socially responsible purchasing

14
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•

Access to our services: vulnerable customers, individuals suffering from disabilities, protected
persons

•
•

Prevention of over-indebtedness
Inclusive finance: remain a leader in microcredit solutions with support measures

社会全体にコミットする、社会的責任を負うグループ

TEC 2018 – 2020

協調的なCSRコミットメント
• 協同組合株主およびステークホルダーとの関係性を強化
• 透明性の高い、セクターに特化した政策の策定およびESG要件の採用
• プロフェッショナルとしての義務論：倫理規定／行動基準
• ISO 26 000アプローチに沿った銀行の社会的責任
顧客と地域コミュニティへのコミットメント
• 地域のエコシステムに貢献: 地域の一般的な関心・イニシアチブ、イノベーション、積極的なスポンサー活
動、社会的責任のある購入

•
•
•

14
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当グループサービスへのアクセス: 社会的弱者、障害のある顧客、保護を受けている顧客
過剰債務を阻止
金融包摂: サポート手段を備え、マイクロクレジットソリューションのリーダーとしての地位を維持

A socially responsible Group, dedicated to green growth

Increased
financing
of the energy
transition

Development
of responsible
savings with, in
particular, SRI

Intermediation of
Green or Social
financing

Carbon
reduction plan

TEC 2018 – 2020
>€10bn

>€35bn

Outstandings and loan
commitments in favor
of the energy
transition

Total responsible
savings deposits

(+€1.6bn vs. end-2016)

(+€10bn vs. end2016)

2 bond

-10%

issues/year

Carbon audit

over the next 3 years

(-3.5% per FTE
and per year over the
period)

(3 bond issues between
2015 and 2017)

1) Market share: 21.6% of on-balance sheet customer deposits & savings and 21.1% of customer loans (Source: Banque de France Q3 2017 – all non-financial customers combined).
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グリーンの成長に貢献し、社会的責任を果たすグループ

エネルギー転換に向け
たファイナンスの増加

主にSRIに関連する
責任貯蓄 の開発

グリーンファイナンス、
ソーシャルファイナン
スの仲介

炭素
削減計画

TEC 2018 – 2020
€100億以上
エネルギー転換に関連
する残高およびローン
約定金額は増加
(2016年末対比+€16億）

€350億以上
責任貯蓄預金総額
（2016年末対比+€100億）

年2回の
債券発行
今後3年間において

-10%
炭素監査
（対象期間においてFTEあた
り年-3.5%）

（2015~2017年の間に3
回の債券発行）

1) 市場シェア：オンバランスシートの顧客預金・貯蓄では21.6%、顧客向け融資では21.1% (出所: Banque de France Q3 2017 – 全ての非金融顧客を合算).
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DRAFT FRAMEWORK
OF GROUPE BPCE’S
SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
BOND PROGRAM

2 main categories of
bonds targeting all
dimensions of
sustainable
development

Sustainable development issuance framework is targeting environmental, social
and economic issues to ensure long-term economic sustainability through two
main categories of bonds: green bonds and social bonds (subdivided in 2 subcategories) 1
1. The Green bond category addresses environmental sustainability. Loans
refinanced should constitute a positive contribution to reduction of climate
change effect (CO2 emissions) or other environmental challenges (eg
biodiversity, waste, water) through clean energy production, energy savings, or other
type of actions.
2A. The Social/Human Development bond category addresses social
sustainability challenges through contributions to economic systems key to
human development (education, healthcare, social development, social housing and
relevant activities of local authorities) and that could potentially seek to benefit people
who live and work in economically and/or socially disadvantaged areas or
communities
2B. The Social/Local Economic Development bond category addresses regional
and community development and resilience through financing of small businesses,
SMEs, local authorities and non-profit organizations that seek to benefit people who
live and work in economically and/or socially disadvantaged areas or communities.
1 BPCE

S.A. JAPANESE YEN SENIOR NON-PREFERRED BONDS (UNDETERMINED) SERIES (2018)
(SOCIAL BONDS) will not be issued under this framework because this framework is at the stage of a draft.

16
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グループBPCEの
持続可能な発展のための
債券プログラムの
フレームワーク草案

持続可能な発展の
あらゆる面をターゲット
とした2種類の債券

持続可能な発展のための発行フレームワークは、主要な2種類の債券：すな
わちグリーン・ボンドおよびソーシャル・ボンド（更に2種類のサブカテゴ
リーに区分される）を通じて長期的な経済的持続可能性を確かなものとする
ために環境、社会および経済の諸問題をターゲットとする1
1. グリーンボンドは、環境の持続可能性に取り組む：リファイナンスの対象
となるローンは、クリーンエネルギーの生産、省エネまたはその他の様々な
行動を通じた気候変動要因（CO2排出）の削減への貢献またはその他の環境
上の取り組み（例えば生命の多様化、ゴミ処理、水）などで構成されるべき
2A. ソーシャル‐人材開発ボンドの分野は人材開発の鍵（教育、ヘルスケア、
社会発展、公営住宅、地方自治体の関連活動など）となり、また、経済的に
および/または社会的に不利な地域または自治体に居住し就業している人々
に潜在的に便益となりうることを目指す経済システムへの貢献を通じ、社会
的な持続可能性に取り組む
2B. ソーシャル‐地方経済発展ボンドの分野は、経済的におよび/または社会
的に不利な地域または自治体に居住し就業している人々に便益となることを
目指す小規模企業、中小企業、地方自治体および非営利団体にファイナンス
の提供を通じて地域やコミュニティの発展と強化に貢献する
1本フレームワークは、ドラフト段階のものであり、したがって、ビー・ピー・シー・イー・エス・エー第（未定）回非上

位円貨社債（2018）（ソーシャルボンド）は本フレームワークに基づいて発行されません。
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BPCE S.A.: AN INNOVATIVE ISSUER IN
THE SAMURAI MARKET

BPCE S.A.：サムライ債市場におけ
る革新的な発行体

BPCE S.A., AN
INNOVATIVE ISSUER
IN THE SAMURAI
MARKET

ʘ Largest Samurai issuer (#1 in outstanding bonds incl. retail as of December 31, 2017)
ʘ First French bank to issue Basel 3Tier 2 bonds in January 2015 and first bank to issue
Senior Non-Preferred bonds in January 2017 in the Samurai market
ʘ First non-Japanese Basel 3 Tier 2 issuer in the Samurai retail market in 2016
ʘ First French bank to issue SRI bonds in the Samurai market in June 2017
ʘ First Senior Non-Preferred issuer in the retail Samurai market in July 2017
ʘ First European issuer to sell Samurai bonds using the pot system in January 2018
Recent issuer awards

Best Samurai
Issuer in 2016

Deal of the
Year for
Healthcare
Bonds

Best Samurai
Issuer

April 3, 2017

September 7, 2017

December 14, 2017

Yen Bond of
the Year 2017

Best
Sustainability
Bond in 2017

December 15, 2017
18 TITRE DE LA PRÉSENTATION
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March 25, 2018

Best Samurai
Issuer in 2017

April 2, 2018

BPCE S.A.
サムライ債市場におけ
る革新的な発行体

ʘ
ʘ
ʘ
ʘ
ʘ
ʘ

最大のサムライ債発行体 (2017年12月31日時点、リテール債を含むサムライ債発行残高で第1位)
2015年1月に仏銀で初めてBasel 3 Tier 2債を発行。続いて2017年1月にはサムライ債市場で銀行
による初の非上位優先債を発行
2016年にリテール向けサムライ債市場において、非日系発行体による初のBasel 3 Tier 2債を発
行
2017年6月に仏銀で初めてサムライ債市場におけるSRI債を発行
2017年7月にリテール向けサムライ債市場において、初の非上位優先債を発行
2018年1月に欧州の発行体としてサムライ債発行にあたり初のPOT方式を採用
直近の発行体受賞歴

2016年
Best
Samurai
Issuer

ヘルスケア
ボンド・
ディールオブ
ザイヤー賞

Best
Samurai
Issuer

2017年4月3日

2017年9月7日

2017年12月14日

2017年
Yen Bond of
the Year

2017年
ベスト
サステナビリ
ティボンド賞

2017年12月15日
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2018年3月25日

2017年
Best
Samurai
Issuer
2018年4月2日

OUTCOME OF THE
FIRST SOCIAL
SAMURAI BOND
ISSUE

ʘ BPCE S.A. was the first bank to issue SRI bonds (equivalent to category 2A under draft
framework of Groupe BPCE’s Sustainable Development Bond Program) in the Samurai
market and the first issuer to issue a social Samurai bonds, strengthening its
pioneering role in the market

ʘ BPCE S.A. captured new demand
ʘ

Japanese lifers focused on ESG investment played for the first time in financial’s Samurai in the 10y
maturity

ʘ

15y tranche was added during the marketing on the back of a specific enquiry from a lifer

ʘ The transaction attracted not just lifers, but a wide range of investors - from central
investors to regional investors

ʘ https://www.groupebpce.fr/en/Investors/Funding/Social-bonds
Social Samurai Bonds
Issue Amount / Maturity
Ratings
Pricing Date

Use of Proceeds
(abstract)
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JPY 58.1 billion in 5y, 7y, 10y and 15y maturities
A2 (Moody’s) / A (S&P) / A (Fitch) / A (R&I)
23 June 2017
Loans to Regional Banks of Groupe BPCE and Regional Banks will exclusively allocate
the net proceeds to finance loans granted to clients whose activities are dedicated to
Education, Healthcare and Social (“Eligible Social Loans”).

第1回ソーシャル・
サムライ・ボンドの
発行成果

ʘ BPCE S.A.は、サムライ債市場においてSRI債（グループBPCEの持続可能な発展のための
債券プログラムのフレームワーク草案の下でカテゴリー2Aに相当）を発行した初の銀行であ
り、初のソーシャル・サムライ・ボンドを起債し、当該市場における先駆者としての立ち位置を
さらに強固なものとした

ʘ BPCE S.A.は新たな需要を獲得
ʘ

ESG投資に注目する日本の生命保険会社が、金融機関発行体によるサムライ債の10年債において
初めて参加

ʘ

生命保険会社から具体的な引き合いを受け、マーケティング中に15年トランシェが追加された

ʘ 本件は、生命保険会社に限らず、中央から地方に至るまで幅広い投資家を惹きつけた

ʘ https://www.groupebpce.fr/en/Investors/Funding/Social-bonds
ソーシャル・サムライ・ボンド
発行額 / 年限
格付け
条件決定日

手取金の使途（概要）
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581億円 / 5年、7年、10年および15年
A2（ムーディーズ） / A（S&P） / A（フィッチ） / A（R&I）
2017年6月23日
グループBPCEに属する地方銀行への貸付。地方銀行は、差引手取額を、教育、ヘルスケア
および社会的活動に専念した事業活動を行う顧客に対して融資し、またはローンの借換えを
行うこと（「適格ソーシャル・ローン」）にのみ割り当てる。

ʘ Healthcare Bond – BPCE’s first and Nippon Life’s first

OUTCOME OF THE
FIRST
HEALTHCARE
BOND

ʘ

Following the success of its inaugural Social Samurai bond issuance, BPCE actively responded to
another demand from an ESG sensitive Japanese investor

ʘ

It was BPCE’s first-ever Healthcare Bonds issuance. The issue is intended to refinance the loans to
the clients of the BPCE group network, who is active in the healthcare sector.

ʘ

It was the first investment in “Healthcare Bonds” for Nippon Life, who is a Japanese leader in
socially-responsible investment

ʘ

https://www.groupebpce.fr/en/Investors/Funding/Social-bonds

Healthcare Bonds (Private Placement with Nippon Life)
Issue Amount / Maturity
Ratings
Pricing Date

Use of Proceeds
(abstract)
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USD 50 million in 10y maturity
A2 (Moody’s) / A (S&P) / A (Fitch) / A (R&I)
3 July, 2017
Loans to Regional Banks of Groupe BPCE and Regional Banks will
exclusively allocate the net proceeds to finance loans granted to clients
whose activities are dedicated to Education, Healthcare and Social
(“Eligible Social Loans”) with a specific focus on Healthcare.

ʘ ヘルスケアボンド – BPCEにとって初、かつ日本生命にとっても初

第1回ヘルスケア
ボンドの発行成果

ʘ

初のソーシャル・サムライ・ボンドの起債成功に続き、BPCEは、ESGに対して意識の高い日本の
投資家の新たな需要に積極的に応えた

ʘ

本件は、BPCEにとって初のヘルスケアボンドの発行であった。本起債は、ヘルスケア分野で活躍
するBPCEグループ・ネットワークの顧客向けローンの借換えを目的としている

ʘ

日本の社会的責任投資の先駆者である日本生命にとって「ヘルスケアボンド」への初めての投資で
あった

ʘ

https://www.groupebpce.fr/en/Investors/Funding/Social-bonds

ヘルスケアボンド（日本生命向けの私募債）
発行額 / 年限
格付け
条件決定日

手取金の使途（概要）
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USD 5,000万/ 10年
A2（ムーディーズ） / A（S&P） / A（フィッチ） / A（R&I）
2017年7月3日
グループBPCEネットワークに属する地方銀行への貸付。地方銀行は、差引手
取額を、教育、ヘルスケアおよび社会的活動（特にヘルスケアに重点を置く）に
専念した事業活動を行う顧客に対して融資し、またはローンの借換えを行うこと
（「適格ソーシャル・ローン」）にのみ割り当てる。

OUTCOME OF THE
SECOND SOCIAL
SAMURAI BOND
ISSUE

ʘ First Samurai bonds sold by a European
issuer using the pot system

Social Samurai Bonds
Issue Amount / Maturity
Pricing Date
Issue rating Senior Preferred
Issue rating Senior Non- Preferred

Use of Proceeds
(abstract)

21 TITRE DE LA PRÉSENTATION
43

10y : JPY2,3bn in Senior Preferred and JPY23,7bn in Senior NonPreferred
18 January 2018
A2 (Moody’s) / A (S&P) / A (Fitch) / A (R&I)
BBB+ (S&P) / A (Fitch) / A- (R&I)
Loans to Regional Banks of Groupe BPCE and Regional Banks will
exclusively allocate the net proceeds to finance loans granted to clients
whose activities are dedicated to Education, Healthcare and Social
(“Eligible Social Loans”).

1,161億円 サムライ債

第2回ソーシャル・
サムライ・ボンドの
発行成果

ʘ 欧州の発行体でサムライ債発行にあたり
初のPOT方式を採用

529億円 上位優先サムライ債
494億円

5年固定利付債

12億円

7年固定利付債

23億円

10年固定利付債(ソーシャル・ボンド)

632億円 非上位優先サムライ債
384億円

5年固定利付債

237億円

10年固定利付債(ソーシャル・ボンド)

11億円

15年固定利付債

ソーシャル・サムライ・ボンド
発行額 / 年限
条件決定日

2018年1月18日

上位優先債
債券格付

A2 (ムーディーズ) / A (S&P) / A (フィッチ) / A (R&I)

非上位優先債
債券格付
資金使途
(概要)
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いずれも10年：
23億円（上位優先債）、237億円（非上位優先債）

BBB+ (S&P) / A (フィッチ) / A- (R&I)
グループBPCEネットワークに属する地方銀行への貸付。地方銀行は、差し引き
手取り額を教育、ヘルスケアおよび社会的活動に専念した事業活動を行う顧客
に対して融資し、またはローンの借換えを行うこと（「適格ソーシャル・ローン」）」
に割り当てる。

BPCE S.A.’S
SOCIAL SAMURAI
BONDS

 Following BPCE S.A.'s successful green bond in Euro (Dec. 2015), BPCE S.A. offered the first
Social Samurai Bond in June 2017
 BPCE S.A. is very well aware that the Green Bond Principles and Social Bond Principles tend to
adopt a "project" based approach in the rationale behind green bonds and social bonds
 The core business of retail banks is to finance “customers” and not “projects”; energy transition
and social investments are not limited to project finance; on the contrary, it is mostly taken care

of through the regular activity of small businesses, SMEs and government organizations

Our philosophy

 Often those organizations do not have access to either project finance or capital markets
 BPCE S.A. strongly believes that retail banks have a role to play in the social bond market, with

their core activities; this kind of transaction and this process of selection are for BPCE S.A. a first
step in what it believes can become a structuring way to finance its contribution to energy
transition and social investments
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BPCE S.A.の
ソーシャル・
サムライ・ボンド

 BPCE S.A.は、ユーロ建てグリーン・ボンド（2015年12月）の成功に続き、2017年6月に初のソーシャル・サムラ
イ・ボンドを起債した
 BPCE S.A.は、グリーン・ボンドおよびソーシャル・ボンドを根拠付けるにあたり、グリーンボンド原則および

ソーシャルボンド原則が「プロジェクト」に基づくアプローチを採用する傾向にあることを十分に認識している
 リテールバンクの中核事業は、「プロジェクト」ではなく「顧客」に融資することである。エネルギーの
転換および社会的投資は、プロジェクトファイナンスに限定されない。むしろ、その大半は小規模企業、
中小企業および公的機関の通常業務を通じて取り組まれる

我々の理念

 これらの組織は、プロジェクトファイナンスまたは資本市場のいずれにもアクセスできないことが多い
 BPCE S.A.は、リテールバンクがその中核事業をもってソーシャル・ボンド市場において果たす役割があると強く
信じている。このような案件および選択の過程は、BPCE S.A.にとって、エネルギーの転換および社会的投資に
対する貢献に繋がるファイナンスへの道筋を構築する第一歩であると考えている
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ʘ

BPCE S.A.’S
SOCIAL SAMURAI
BONDS

"Eligible Social Loans" are exclusively granted to customers whose activities are dedicated to one of the following
Social categories. The pool of Eligible Loans will exclusively include loans originated from January 1, 2016, selected
according to eligible official sectors of economic activity code (Nomenclature d'Activités Française Code – French
classification of activities set up by the French National Institute of Statistics and Economic Studies
https://www.insee.fr/en/metadonnees/nafr2/section/A)

Selection Criteria
Healthcare

Education

► Pre-primary, primary and secondary
education
► Post-secondary
tertiary education

non-tertiary

and

► Adult learning
► Other
educational
projects
and
activities supporting education and
culture
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► Hospitals and private clinics
► Health facilities and residential nursing
care activities
► Public and private medical activities
► Social security services
► Other health services

Social

► Social housing for individuals and
families requiring specific support
► Public and private organizations
providing support and assistance to
the elderly, children and disabled
people
► Structures
programs

implementing

social

BPCE S.A.の
ソーシャル・
サムライ・ボンド

ʘ

「適格ソーシャル・ローン」は、以下の社会事業部門の一つに専念した事業活動を行う顧客のみに付与される。適格ローンの
プールは、経済活動コード（フランス国立統計経済研究所により設定されたフランスにおける事業活動の分類
（Nomenclature d‘Activités Française Code） https://www.insee.fr/en/metadonnees/nafr2/section/A ）の適格公認セク
ターに従い選ばれた、2016年1月1日以降に組成されたローンのみからなる。

選択要件
教育

ヘルスケア

► 就学前教育、初等教育および中等教育

► 病院および個人診療所

► 中等後非高等教育および高等教育

► 保健施設および在宅介護活動

► 成人向け教育

► 公的および私的医療活動

► その他教育および文化を支援する教育プ
ロジェクトおよび活動

► 社会保障サービス
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► その他の医療サービス

社会的活動

► 特定のサポートを必要とする個人および
家族向け公営住宅
► 高齢者、子供および障害者に支援および
援助を提供する公的機関および民間団体
► ソーシャルプログラムを実行する仕組み

BPCE S.A.’S
SOCIAL SAMURAI
BONDS
14 Banque Populaire
and 15 Caisse
d’Epargne banks

Management of proceeds
o

Proceeds are dedicated to the financing of loans granted to clients whose activities are
dedicated to Eligible Social Loans.

o

The pool of Eligible Assets is comprised of assets selected among the Banque Populaire
and Caisse d’Epargne banks of the Groupe BPCE network and originated from January 1,
2016

Bank A

Bank B
Eligible assets

Bank C
Eligible assets

Bank D
4
9

Eligible assets
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Social Samurai Bond

BPCE
S.A.
Cash ¥

INVESTORS

Eligible assets

BPCE S.A.の
ソーシャル・
サムライ・ボンド

手取金の管理
o

手取額は、適格ソーシャル・ローンに専念した事業活動を行う顧客に対して融資し、またはロー
ンの借換えを行うことにのみ使用される

o

適格資産のプールは、グループBPCEネットワークに属するポピュレール銀行傘下銀行お
よびケス・デパーニュ傘下銀行の資産の中から選ばれ、2016年1月1日以降に組成された
資産で構成される

ポピュレール銀行傘下銀行
14行およびケス・デパー
ニュ傘下銀行15行
A行
適格資産

B行
適格資産

C行
適格資産

D行
5
0

適格資産
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ソーシャル・サムライ・ボンド

BPCE
S.A.

投
資
家
現金（円）

BPCE S.A.’S
SOCIAL SAMURAI
BONDS

 Throughout the term of the Bonds, the Issuer will provide, on the dedicated section of its
website:
 an annual update of the allocation of the proceeds of the Bonds to Eligible Social Loans,
describing the Eligible Social Loans by categories of eligibility (subject to confidentiality
considerations)
 the report from an independent accountant (PwC) verifying the compliance, in all material
respects, of (i) the actual allocation of proceeds to Eligible Social Loans with BPCE S.A.’s

Reporting
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eligibility criteria defined above, and (ii) the potential pending cash allocation with the
operations booked in the Group’s IT systems (bundle / hybrid Id).

BPCE S.A.の
ソーシャル・
サムライ・ボンド

 本社債の残存期間中、発行会社は、自社のウェブサイトの専用セクションにおいて、以下の情報を提供す
る：


(1)（秘密保持を考慮した上で）適格ソーシャル・ローンを適格性の分野別に記載した、適格ソーシャル・

ローンに対する本差引手取概算額の割当に関する年１回更新の最新情報


(2)(i)本差引手取概算額の適格ソーシャル・ローンへの実際の割当が、上記のBPCEの適格性基準をす
べての重要な点において遵守していること、および(ii)予定されている現金割当が、拡大当行グループの
ITシステム（バンドル/ハイブリッドID）において記録されるオペレーションをすべての重要な点において遵

守していることを証明する独立監査人(PwC)の報告

レポーティング
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APPENDICES

別紙

A FINANCIAL
POLICY PROVIDING
ACCESS TO
BANKING SERVICES
FOR ALL

A Group with
strong pledges
towards microloans

ʘ

Groupe BPCE has pulled out all the stops to make finance more inclusive, such as initiatives
tailored to financially vulnerable customers, promotion of personal and professional
microloans, and partnerships with agencies providing support to project developers. It also
provides support to customers struggling to gain access to banking services due to
disabilities, as well as customers with budget management problems.

ʘ

Helping financially vulnerable customers: In 2017, Groupe BPCE continued implementing the
AFECEI (the French Association of Credit Institutions and Investment Firms has drafted a
professional charter that has regulatory authority) Charter for banking inclusion and the
prevention of over-indebtedness in its banking networks.

ʘ

Reaching out to protected persons: There are currently almost 800,000 protected persons in
France. Caisse d’Epargne has been committed to helping protected persons for 25 years and has
become the No. 1 bank 1) for persons under legal guardianship or supervision, providing daily
support to one out of three protected persons as well as their legal guardian or representative.

ʘ

Promoting the development of personal and professional microloans, in partnership with
support networks: In 2017, Groupe BPCE was once again the leading creditor of the three
principal microloan support agencies (Initiative France, France Active and ADIE) with €503 million
in disbursed or refinanced loans issued to 20,157 beneficiaries.

1) Source : Ministry of Justice (December 2016)
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全ての人への
銀行サービスを
可能にする
財務政策

ʘ

グループBPCEは、経済的に脆弱な顧客向けの取組みや、個人向けおよびプロ向けマイクロロー
ンの促進、プロジェクトデベロッパーを支援するエージェンシーとの連携などを通じ、全ての
人にファイナンスが届くように全力を尽くしている。また、障害などで銀行サービスへのアク
セスが困難な顧客や、予算管理に問題がある顧客への支援も実施

ʘ

経済的に脆弱な顧客への手助け: 2017年、グループBPCEでは、銀行ネットワーク内での銀行包
摂および過重債務阻止のため、AFECEI（フランスの信用機関と投資会社のアソシエーションが

ドラフトした、規制権限を持つプロフェッショナル・チャーター ）の実施を継続
ʘ

マイクロローンに
対して力強く約束
するグループ

保護下にある人々への働きかけ: フランスには現在約800,000人の保護対象者がいる。ケス・デ
パーニュはこうした人々の支援に25年間携わっており、保護を必要とする人口の3分の1とその
法的後見人や法的代理人などを日々支援し、法的な保護や監督下にある人々にとって第1位の銀

行1)に選ばれている
ʘ

支援ネットワークとの連携を通じた個人向けおよびプロ向けマイクロローンの発展を推進:
2017年、グループBPCEは 20,157人の受取人に€503 百万の融資の提供／リファイナンスを行
い、再びInitiative France、France Active、ADIEという3つのプリンシパル・マイクロローン支

援機関の大手債権者になった

1) 出所: 法務省（2016年12月）
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CSR AT THE
HIGHEST LEVEL OF
OUR ORGANIZATION

ʘ

THE FÉDÉRATION NATIONALE DES BANQUES POPULAIRES AND THE FÉDÉRATION NATIONALE DES CAISSES
D’EPARGNE, COORDINATE CSR POLICY WITHIN THEIR RESPECTIVE NETWORK

ʘ

A SEPARATE BPCE FUNCTION IS RESPONSIBLE FOR OVERSEEING THE GROUP’S CSR COMMITMENTS



The Group’s Sustainable Development division reports to the Corporate Secretary’s
Office of BPCE’s Retail Banking and Insurance division, a member of the Management
Board.



Its goals are to:

Governance
&
General Policies

o drive and oversee the group’s CSR policy and support all institutions in implementing this
policy;
o serve as a source of foresight, expertise, and innovation in order to advance sustainable
growth;
o coordinate the implementation of special regulations and propose adaptations in governance.



To this end, it is organized in four functions:
o Green, responsible growth;
o Responsible business;
o Sustainable development watch, coordination and communication;
o Forward-looking CSR.
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当組織における
最高水準のCSR

ガバナンス
および
一般的な政策

ʘ

フェデラシオン・ナショナル・デ・バンク・ポピュレールおよびフェデラシオン・ナショナル・デ・ケ
ス・デパーニュは、それぞれのネットワーク内でCSR方針をコーディネイト

ʘ

グループ全体のCSRコミットメントの監督は、BPCEの独立した機能が担当



グループのサステイナブル・デベロップメント部門は、理事会のメンバーであるBPCEのリ
テールバンキングおよび保険部門の事務部長室に報告



目標は以下の通り
o グループのCSR方針を推進・監督し、その方針を実施する機関をサポートする
o 持続可能な成長を進めるため、先見性、専門性、革新性 を生み出す
o 特別な規制の実施を調整し、ガバナンスへの適用を提案する



そのために、4つの機能で構成:
o グリーン、社会的責任の拡大
o 社会的責任を負うビジネス
o 持続可能な発展の監督、調整、コミュニケーション
o 将来を考慮したCSR
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A CSR STRATEGY AIMED
AT INCORPORATING
SUSTAINABLE
DEVELOPMENT INPUTS

ʘ

In the interest of identifying the most strategic CSR priorities, the group has weighted them by their relevance to
each sector using various criteria: 1/ stakeholder rights and expectations; 2/ stakeholder vulnerability to each priority;
3/ the various risks incurred by the group, associated with each priority.

ʘ

The group began using this weighting system in 2015 to build a CSR approach centered around 10 top-priority
projects implemented in 2016 and 2017.

ʘ

Mobilizing the
Financial Policy for
Sustainable
Development
On-boarding
Business lines
&
Adapting decision
making processes

29 TITRE DE LA PRÉSENTATION
59

MAKING ENERGY TRANSITION PROJECTS A
REALITY



ʘ

HELPING HOUSEHOLDS AND SMES
TRANSFORM THEIR WAY OF LIFE




ʘ

Funding local public authorities and the social
and solidarity-based economy
Helping local authorities achieve their energy and
ecological transition projects

Proposing a comprehensive offer for thermal
home renovation
Encouraging green mobility for our customers
Guiding craftsmen and SMEs on the path to
sustainable development

FINANCING THE DEVELOPMENT OF
RENEWABLE ENERGY

持続可能な発展に
向けたCSR戦略

ʘ

最も戦略的なCSRの優先事項を特定するために、各セクターに対する関連性に鑑み、様々なクライテリアを使って
グループが重要性を測定: 1/ ステークホルダーの権利と期待値; 2/ 各優先事項に係るステークホルダーの脆弱性; 3/
各優先事項に関し、グループによって招かれるさまざまなリスク

ʘ

グループは2015年よりこの重要性の計測システムを利用開始し、2016年と2017年に設定されたトップ10の優先事
項を中心にCSRアプローチを策定

地方経済
発展の牽引

責任ある調達
の促進

持続可能な発展に向けた
財務方針のシフト
事業ラインへの反映
および
意思決定プロセスの適応

ʘ


アクティブな
後援者

職場の福祉
の促進

多様性のある
グループ

グループ
BPCEの
CSR方針

ʘ

サービスへの
アクセス促進

従業員の
価値の向上

利害関係者
との対話
直接的な影響
の削減

活動を通し
た環境保護

地方公共機関、社会的で連体的な経済に対する
ファンディングの提供
エネルギー転換および生態遷移のプロジェクト達
成に向けた地方自治体の支援

世帯と中小企業における生活様式の転換
の支援




ʘ
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エネルギー転換プロジェクトの実現


より責任ある
経済への融資

温熱住宅化に向けた改修の包括的な提案
顧客に向けたグリーンな移動手段の促進
持続可能な発展に向けた職人および中小企業に対
するガイダンス

再生可能エネルギーの発展に向けたファ
イナンスの提供

OUR ACTIVE
CONTRIBUTION TO
THE SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
GOALS (SDGS)

ʘ

Adopted in 2015 by the 193 Member States of the United Nations at the Sustainable
Development Summit in New York, the SDGs form the 2030 Agenda for Sustainable
Development, a set of 17 global targets aimed at combating inequality, exclusion and
injustice, fighting climate change, protecting biodiversity and ending extreme poverty.

ʘ

Sixteen of the 17 SDGs are positively impacted by our Group’s actions through its internal
management, sponsorship activities, and especially its financing activities (financing in the
social, non-profit, renewable energy, agriculture, education, healthcare and microfinance
sectors, etc.).

SDG 8.
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持続可能な
開発目標(SDGS)に
向けた積極的な貢献

ʘ

SDGsは、2015年のニューヨークで開催された持続可能な開発サミットにて国連加盟国193
か国により採択され、持続可能な開発のための2030アジェンダを構成。不平等、排除や不当
の是正、気候変動の防止、生物多様性の保護、極度の貧困の撲滅などに対処するための、 17
のグローバルな目標を指す

ʘ

内部管理、スポンサー活動、そして特にファイナンスの提供活動（ソーシャル、非営利、再
生可能エネルギー、農業、教育、ヘルスケア、マイクロファイナンス・セクター等における
ファイナンス)を通じたグループのアクションにより、17のSDGsのうち16分野においてポジ
ティブな影響が出ている
経済戦略

地域経済発展の支援
BPCEでは、地域経済発展にはソーシャルお
よびプロフェッショナルの受け入れ（特に
起業家の支援）を促進するイニシアチブが
必要と考え、SDG 1にインパクトを与え、
SDG 2,8,9に貢献している

責任ある経済に向けたファンディング
責任ある経済に向けたファンディング拡大
は、異なるセクターに対するファイナンス
提供や投資を通じて、複数の分野にインパ
クトを与えている。SDG
2,4,7,8,11,12,13,14,16に貢献

責任ある調達の進展
責任ある調達は、特にSDG 12にインパクト
を与える。BPCEでは、2012年に設定され
た責任ある調達のアプローチ(AgiR)、調達パ
フォーマンス計画、サプライヤーとの関係
に反映されている

環境戦略
我々の活動を通じた環境保護

我々の直接的インパクトの軽減

グループの事業ラインによる環境保護対策
は、SDG 8,12,13に貢献している

エネルギーとリソースの節約に係る対策によ
り、我々の直接的なインパクトを軽減し、SDG
7,8,9,12,15に貢献している

ソーシャル戦略

CSR戦略
アクティブな後援者

BPCEのサービスへのアクセスを促進

ステークホルダーとの対話

様々なストラクチャーのパートナーシップ
を通じた後援政策は、SDG 1,2,3,8,10,17に
貢献（特に平等を促進させている）

顧客ニーズに応えながら銀行サービスへのア
クセスを促進するBPCEのイニシアチブは、
SDG 1,8,10,11に貢献している

ステークホルダーとの対話を通じたパート
ナーシップ政策の促進により、SDG 17を達
成。また気候変動防止のイニシアチブ奨励
により、SDG 13を達成
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従業員の価値の向上

多様化したグループ

職場における福利の促進

我々の従業員プログラム(SDG 4)は、雇用
の定着と職場におけるパフォーマンスの向
上に繋がり、SDG 8に呼応している

ジェンダー平等を支援し、身体障碍者を受け入
れようとするグループのイニシアチブは、
SDG 5,8,10に貢献し、平等を促進させている

職場環境を改善するための対策や合意は、
SDG 4,8,16に貢献している

