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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成30年12月26日付で提出した有価証券届出書の記載事項のうち、第一部　証券情報に記載した本債券の

利率にかかる仮条件が決定しましたので、関連事項を訂正するとともに、記載事項を一部追加するため、本

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　募集債券に関する基本事項

２　募集要項

 

３【訂正箇所】

訂正箇所には下線を付しております。
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第一部【証券情報】
 

第１【募集債券に関する基本事項】

 

（訂正前）

 

本「第１　募集債券に関する基本事項」には、３本の異なる種類の債券についての記載がなされてい

る。一定の記載事項について、第１回韓国石油公社円貨債券(2019)（以下「第１回円貨債券」とい

う。）、第２回韓国石油公社円貨債券(2019)（以下「第２回円貨債券」という。）および第３回韓国石油

公社円貨債券(2019)（以下「第３回円貨債券」という。）ごとに異なる取扱いがなされる場合、またはそ

れぞれの債券ごとに別々に記載した方が分かりやすいと思われる場合にはそれぞれの債券ごとに記載内容

を分けて記載している。

その場合、＜第１回円貨債券＞、＜第２回円貨債券＞および<第３回円貨債券>の見出しの下に記載され

た「本債券」、「債券の要項」、「共同主幹事会社」および「財務代理人」という用語は、それぞれ第１

回円貨債券、第２回円貨債券および第３回円貨債券にかかる用語を指し、いずれかの種類の債券に関する

記述において他の箇所の記載内容に言及する場合は当該種類の債券に関する関係見出しの下に記載される

内容を指す。それぞれの債券の記載内容に差異がない場合または一定事項を除き差異がない場合は、それ

ぞれの債券に関する記載内容は共通のものとしてまとめ、かつ例外事項があればこれを示して記載してい

る。まとめて記載した場合、これら３本の債券、それぞれの債券の債権者およびそれぞれの債券の要項は

単に、それぞれ「本債券」、「本債権者」および「債券の要項」と総称する。ただし、かかる表示は、そ

れぞれの債券が同一種類の債券を構成することを意味するものではないことに留意されたい。債券の債権

者は、かかる債権者が保有するそれぞれの債券に従った当該債券に基づく権利を有する。

 

＜中略＞

 

２【募集要項】

＜第１回円貨債券＞

債券の名称 第１回韓国石油公社円貨債券（2019）

記名・無記名の別 該当なし（注１） 債券の金額の総額 100億円（予定）(注２)

各債券の金額 １億円 発行価格 本債券の金額の100％

発行価額の総額
100億円（予定）

(注２)
利率

未定

（年（未定）％ないし（未

定）％を仮条件とする。）(注

３)

償還期限 2021年１月22日(注４) 申込期間 2019年１月16日(注５)

申込証拠金 なし 払込期日 2019年１月22日(注６)

申込取扱場所 別項記載の各金融商品取引業者の日本における本店および各支店

 
 

＜中略＞
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(注２)　上記の債券の金額の総額および発行価格の総額は、2019年１月上旬頃に提示される予定の仮条件に基づき

本債券の需要状況把握のために行われるブック・ビルディングの結果を勘案したうえで、本債券の条件決定日

に決定される。最終的に決定され有価証券届出書の訂正届出書に記載される債券の金額の総額および発行価格

の総額は、上記の各総額と大きく相違する可能性がある。

 

＜中略＞

 

＜第２回円貨債券＞

債券の名称 第２回韓国石油公社円貨債券（2019）

記名・無記名の別 該当なし（注１） 債券の金額の総額 100億円（予定）(注２)

各債券の金額 １億円 発行価格 本債券の金額の100％

発行価額の総額
100億円（予定）

(注２)
利率

未定

（年（未定）％ないし（未

定）％を仮条件とする。）(注

３)

償還期限 2022年１月21日(注４) 申込期間 2019年１月16日(注５)

申込証拠金 なし 払込期日 2019年１月22日(注６)

申込取扱場所 別項記載の各金融商品取引業者の日本における本店および各支店

 
 

＜中略＞

 

(注２)　上記の債券の金額の総額および発行価格の総額は、2019年１月上旬頃に提示される予定の仮条件に基づき

本債券の需要状況把握のために行われるブック・ビルディングの結果を勘案したうえで、本債券の条件決定日

に決定される。最終的に決定され有価証券届出書の訂正届出書に記載される債券の金額の総額および発行価格

の総額は、上記の各総額と大きく相違する可能性がある。

 

＜中略＞

 

＜第３回円貨債券＞

債券の名称 第３回韓国石油公社円貨債券（2019）

記名・無記名の別 該当なし（注１） 債券の金額の総額 100億円（予定）(注２)

各債券の金額 １億円 発行価格 本債券の金額の100％

発行価額の総額
100億円（予定）

(注２)
利率

未定

（年（未定）％ないし（未

定）％を仮条件とする。）(注

３)

償還期限 2024年１月22日(注４) 申込期間 2019年１月16日(注５)

申込証拠金 なし 払込期日 2019年１月22日(注６)

申込取扱場所 別項記載の各金融商品取引業者の日本における本店および各支店

 
 

＜中略＞
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(注２)　上記の債券の金額の総額および発行価格の総額は、2019年１月上旬頃に提示される予定の仮条件に基づき

本債券の需要状況把握のために行われるブック・ビルディングの結果を勘案したうえで、本債券の条件決定日

に決定される。最終的に決定され有価証券届出書の訂正届出書に記載される債券の金額の総額および発行価格

の総額は、上記の各総額と大きく相違する可能性がある。

 

＜後略＞

EDINET提出書類

韓国石油公社(E24036)

訂正有価証券届出書（通常方式）

5/7



（訂正後）

 

本「第１　募集債券に関する基本事項」には、３本の異なる種類の債券についての記載がなされてい

る。一定の記載事項について、第１回韓国石油公社円貨債券(2019)（以下「第１回円貨債券」とい

う。）、第２回韓国石油公社円貨債券(2019)（以下「第２回円貨債券」という。）および第３回韓国石油

公社円貨債券(2019)（以下「第３回円貨債券」という。）ごとに異なる取扱いがなされる場合、またはそ

れぞれの債券ごとに別々に記載した方が分かりやすいと思われる場合にはそれぞれの債券ごとに記載内容

を分けて記載している。

その場合、＜第１回円貨債券＞、＜第２回円貨債券＞および<第３回円貨債券>の見出しの下に記載され

た「本債券」、「債券の要項」、「共同主幹事会社」および「財務代理人」という用語は、それぞれ第１

回円貨債券、第２回円貨債券および第３回円貨債券にかかる用語を指し、いずれかの種類の債券に関する

記述において他の箇所の記載内容に言及する場合は当該種類の債券に関する関係見出しの下に記載される

内容を指す。それぞれの債券の記載内容に差異がない場合または一定事項を除き差異がない場合は、それ

ぞれの債券に関する記載内容は共通のものとしてまとめ、かつ例外事項があればこれを示して記載してい

る。まとめて記載した場合、これら３本の債券、それぞれの債券の債権者およびそれぞれの債券の要項は

単に、それぞれ「本債券」、「本債権者」および「債券の要項」と総称する。ただし、かかる表示は、そ

れぞれの債券が同一種類の債券を構成することを意味するものではないことに留意されたい。債券の債権

者は、かかる債権者が保有するそれぞれの債券に従った当該債券に基づく権利を有する。

本書に記載されているとおり、発行者は、３本の債券を同時に起債する予定であるが、本債券の需要状

況を勘案したうえで、その１本または２本について、本書に係る届出が効力を生じる日までに募集を取止

める可能性がある。

 

＜中略＞

 

２【募集要項】

 

＜第１回円貨債券＞

債券の名称 第１回韓国石油公社円貨債券（2019）

記名・無記名の別 該当なし（注１） 債券の金額の総額 100億円（予定）(注２)

各債券の金額 １億円 発行価格 本債券の金額の100％

発行価額の総額
100億円（予定）

(注２)
利率

未定

（年0.01％ないし0.60％を仮条

件とする。）(注３)

償還期限 2021年１月22日(注４) 申込期間 2019年１月16日(注５)

申込証拠金 なし 払込期日 2019年１月22日(注６)

申込取扱場所 別項記載の各金融商品取引業者の日本における本店および各支店

 
 

＜中略＞

 

(注２)　上記の債券の金額の総額および発行価格の総額は、上記の仮条件に基づき本債券の需要状況把握のために

行われるブック・ビルディングの結果を勘案したうえで、本債券の条件決定日に決定される。最終的に決定さ

れ有価証券届出書の訂正届出書に記載される債券の金額の総額および発行価格の総額は、上記の各総額と大き

く相違する可能性がある。

 

＜中略＞

 

＜第２回円貨債券＞
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債券の名称 第２回韓国石油公社円貨債券（2019）

記名・無記名の別 該当なし（注１） 債券の金額の総額 100億円（予定）(注２)

各債券の金額 １億円 発行価格 本債券の金額の100％

発行価額の総額
100億円（予定）

(注２)
利率

未定

（年0.04％ないし0.64％を仮条

件とする。）(注３)

償還期限 2022年１月21日(注４) 申込期間 2019年１月16日(注５)

申込証拠金 なし 払込期日 2019年１月22日(注６)

申込取扱場所 別項記載の各金融商品取引業者の日本における本店および各支店

 
 

＜中略＞

 

(注２)　上記の債券の金額の総額および発行価格の総額は、上記の仮条件に基づき本債券の需要状況把握のために

行われるブック・ビルディングの結果を勘案したうえで、本債券の条件決定日に決定される。最終的に決定さ

れ有価証券届出書の訂正届出書に記載される債券の金額の総額および発行価格の総額は、上記の各総額と大き

く相違する可能性がある。

 

＜中略＞

 

＜第３回円貨債券＞

債券の名称 第３回韓国石油公社円貨債券（2019）

記名・無記名の別 該当なし（注１） 債券の金額の総額 100億円（予定）(注２)

各債券の金額 １億円 発行価格 本債券の金額の100％

発行価額の総額
100億円（予定）

(注２)
利率

未定

（年0.15％ないし0.75％を仮条

件とする。）(注３)

償還期限 2024年１月22日(注４) 申込期間 2019年１月16日(注５)

申込証拠金 なし 払込期日 2019年１月22日(注６)

申込取扱場所 別項記載の各金融商品取引業者の日本における本店および各支店

 
 

＜中略＞

 

(注２)　上記の債券の金額の総額および発行価格の総額は、上記の仮条件に基づき本債券の需要状況把握のために

行われるブック・ビルディングの結果を勘案したうえで、本債券の条件決定日に決定される。最終的に決定さ

れ有価証券届出書の訂正届出書に記載される債券の金額の総額および発行価格の総額は、上記の各総額と大き

く相違する可能性がある。

 

＜後略＞
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