
金融種類 調印日 国・地域 借入人/出資先 使途
金額

（百万円）

2016/06/08 メキシコ メキシコ連邦電力委員会 電力開発に必要な機器の輸出 46

2016/06/08 メキシコ メキシコ連邦電力委員会 電力開発に必要な機器の輸出 15

2016/04/04 シンガポール （株）みずほ銀行
教育プラットフォームサービス事業会社の買
収 -

2016/04/04 シンガポール （株）三菱東京ＵＦＪ銀行
教育プラットフォームサービス事業会社の買
収 -

2016/04/08 タイ

ＹＯＫＯＹＡＭＡ　ＫＯＧＹＯ
（ＴＨＡＩＬＡＮＤ）　ＣＯ．，
ＬＴＤ． 自動車用シート部品の製造・販売事業 239

2016/04/15 タイ

ＢＡＮＧＫＯＫ　ＭＩＴＳＵＢＩ
ＳＨＩ　ＵＦＪ　ＬＥＡＳＥ　Ｃ
Ｏ．，　ＬＴＤ． 自動車部品の製造・販売事業 52

2016/04/20 インドネシア
ＰＴ．　ＳＭＦＬ　ＬＥＡＳＩＮ
Ｇ　ＩＮＤＯＮＥＳＩＡ 自動車部品等の塗装事業 53

2016/04/20 シンガポール

ＳＵＭＩＴＯＭＯ　ＭＩＴＳＵＩ
ＴＲＵＳＴ　ＬＥＡＳＩＮＧ
（ＳＩＮＧＡＰＯＲＥ）　ＰＴ
Ｅ．　ＬＴＤ． 自動車部品の製造・販売事業 17

2016/04/20 ドイツ （株）三菱東京ＵＦＪ銀行 機械メーカー・エンジニアリング会社の買収 -

2016/04/25 タイ
ＮＡＫＡＧＡＷＡ　Ｅ．Ｓ．Ａ．
ＣＯ．，　ＬＴＤ．

電気機器部品及び自動車関連部品の製造・販
売事業 19

2016/04/27 ベトナム

ＳＥＩ　ＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣ
ＣＯＭＰＯＮＥＮＴＳ　（ＶＩＥ
ＴＮＡＭ），　ＬＴＤ．

エレクトロニクス製品用の電子部品の製造・
販売事業 10,986

2016/04/27 インドネシア

ＰＴ. ＢＵＭＩＰＵＴＥＲＡ-ＢＯ
Ｔ ＦＩＮＡＮＣＥ 紙おむつ用フィルムの製造・販売事業 123

2016/04/28 ドイツ 三井住友信託銀行（株） 糖尿病ケア事業の譲受 -

2016/04/28 ドイツ （株）三井住友銀行 糖尿病ケア事業の譲受 -

2016/04/28 ドイツ （株）みずほ銀行 糖尿病ケア事業の譲受 -

2016/04/28 ドイツ （株）三菱東京ＵＦＪ銀行 糖尿病ケア事業の譲受 -

2016/04/28 ドイツ （株）三井住友銀行 電動工具の製造販売会社の買収 -

2016/04/28 ドイツ （株）みずほ銀行 電動工具の製造販売会社の買収 -

主な取り組み

輸出

投資



金融種類 調印日 国・地域 借入人/出資先 使途
金額

（百万円）

2016/04/28 ドイツ （株）三菱東京ＵＦＪ銀行 電動工具の製造販売会社の買収 -

2016/05/16 タイ

ＮＧＫ　ＣＥＲＡＭＩＣＳ　（Ｔ
ＨＡＩＬＡＮＤ）　ＣＯ．，　Ｌ
ＴＤ．

自動車排ガス浄化用セラミックスの製造・販
売事業 2,607

2016/05/16 タイ

ＮＧＫ　ＣＥＲＡＭＩＣＳ　（Ｔ
ＨＡＩＬＡＮＤ）　ＣＯ．，　Ｌ
ＴＤ．

自動車排ガス浄化用セラミックスの製造・販
売事業 2,907

2016/05/19 タイ

ＳＭＦＬ　ＬＥＡＳＩＮＧ　（Ｔ
ＨＡＩＬＡＮＤ）　ＣＯ．，　Ｌ
ＴＤ． 自動車タイヤ用ワックスの製造・販売事業 276

2016/05/19 タイ

ＳＭＦＬ　ＬＥＡＳＩＮＧ　（Ｔ
ＨＡＩＬＡＮＤ）　ＣＯ．，　Ｌ
ＴＤ． 食品調味料の製造・販売事業 57

2016/05/19 タイ

ＢＡＮＧＫＯＫ　ＭＩＴＳＵＢＩ
ＳＨＩ　ＵＦＪ　ＬＥＡＳＥ　Ｃ
Ｏ．，　ＬＴＤ． 自動車部品の製造・販売事業 22

2016/05/27 ブラジル （株）三井住友銀行 工業用ボールバルブメーカーの買収 579

2016/05/30 アメリカ （株）三井住友銀行 超硬精密切削工具の製造販売会社の買収 -

2016/05/31 タイ （株）セキデン 自動車部品の製造・販売事業 155

2016/05/31 シンガポール

ＳＵＭＩＴＯＭＯ　ＭＩＴＳＵＩ
ＴＲＵＳＴ　ＬＥＡＳＩＮＧ
（ＳＩＮＧＡＰＯＲＥ）　ＰＴ
Ｅ．　ＬＴＤ． めっき加工事業 8

2016/05/31 アメリカ （株）りそな銀行 火力発電プラントの修理・補修事業の譲受 -

2016/05/31 スイス （株）りそな銀行 半導体の設計・製造会社の買収 -

2016/05/31 ベルギー （株）みずほ銀行 切削工具の製造販売会社の買収 -

2016/05/31 フランス （株）三菱東京ＵＦＪ銀行 多機能周辺装置の販売会社の買収 -

2016/05/31 シンガポール （株）三井住友銀行
フォークリフトの開発・生産・販売会社の買
収 -

2016/06/03 インドネシア
ＰＴ　ＢＨＩＭＡＳＥＮＡ　ＰＯ
ＷＥＲ　ＩＮＤＯＮＥＳＩＡ 石炭火力発電事業 224,876

2016/06/03 中国 長岡香料（株） 香料及び食品添加物の製造・販売事 251

2016/06/06 韓国 （株）三菱東京ＵＦＪ銀行 コンパウンド用混練押出機メーカーの買収 727

2016/06/08 シンガポール

ＳＵＭＩＴＯＭＯ　ＭＩＴＳＵＩ
ＴＲＵＳＴ　ＬＥＡＳＩＮＧ
（ＳＩＮＧＡＰＯＲＥ）　ＰＴ
Ｅ．　ＬＴＤ． 精密金属部品の製造・販売事業 13

投資



金融種類 調印日 国・地域 借入人/出資先 使途
金額

（百万円）

2016/06/09 フィリピン

ＮＩＳＳＩＮ　ＰＲＥＣＩＳＩＯ
Ｎ　ＰＨＩＬＩＰＰＩＮＥＳ　Ｃ
ＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ 自動車部品等の製造・販売事業 62

2016/06/13 アメリカ

ＳＵＭＩＴＯＭＯ　ＭＥＴＡＬ
ＭＩＮＩＮＧ　ＡＭＥＲＩＣＡ，
ＩＮＣ． 銅鉱山権益取得 76,678

2016/06/17 ベトナム （株）常陽銀行 マグネットシートの製造・販売事業 58

2016/06/20 タイ

ＢＡＮＧＫＯＫ　ＭＩＴＳＵＢＩ
ＳＨＩ　ＵＦＪ　ＬＥＡＳＥ　Ｃ
Ｏ．，　ＬＴＤ． 自動車部品の製造・販売事業 57

2016/06/20 メキシコ 宮崎精鋼（株） 特殊鋼棒線の加工・販売事業 202

2016/06/22 イギリス （株）りそな銀行 自動車ディーラー運営会社の買収 -

2016/06/27 イギリス （株）みずほ銀行
石油・ガス産業向けソフトウェア及びコンサ
ルティングサービス会社の買収 -

2016/06/27 イギリス （株）三菱東京ＵＦＪ銀行
石油・ガス産業向けソフトウェア及びコンサ
ルティングサービス会社の買収 -

2016/06/27 アメリカ 三井住友信託銀行（株） 熱処理炉の開発・製造・販売事業の譲受 471

2016/06/27 アメリカ （株）みずほ銀行 熱処理炉の開発・製造・販売事業の譲受 416

2016/06/27 アメリカ 東京センチュリーリース（株） リース会社の買収 9,201

2016/06/27 アメリカ 三井住友信託銀行（株） リース会社の買収 547

2016/06/27 アメリカ 農林中央金庫 リース会社の買収 547

2016/06/27 アメリカ （株）みずほ銀行 リース会社の買収 7,010

2016/06/27 アメリカ （株）千葉銀行 リース会社の買収 547

2016/06/27 アメリカ （株）横浜銀行 リース会社の買収 547

2016/06/28 ベトナム
ＨＡＬ　ＶＩＥＴＮＡＭ　Ｃ
Ｏ．，　ＬＴＤ． 自動車用部品の製造・販売事業 547

2016/06/28 アメリカ （株）みずほ銀行 金融ITコンサルティング会社の買収 -

2016/06/29 イギリス （株）三井住友銀行 医薬情報サービス会社の買収 -

投資



金融種類 調印日 国・地域 借入人/出資先 使途
金額

（百万円）

2016/06/29 イギリス （株）三菱東京ＵＦＪ銀行 医薬情報サービス会社の買収 -

2016/06/29 カナダ （株）三井住友銀行 航空機部品の表面処理加工会社の買収 471

2016/06/29 カナダ （株）三菱東京ＵＦＪ銀行 航空機部品の表面処理加工会社の買収 416

2016/06/29 ドイツ （株）三井住友銀行
監視用ビデオシステムの製造・販売会社の買
収 -

2016/06/29 ドイツ （株）みずほ銀行
監視用ビデオシステムの製造・販売会社の買
収 -

2016/06/29 ドイツ 三菱ＵＦＪ信託銀行（株）
監視用ビデオシステムの製造・販売会社の買
収 -

2016/06/29 イギリス （株）三菱東京ＵＦＪ銀行 公的債権の回収代行サービス会社の買収 1,792

2016/06/29 アメリカ （株）三井住友銀行 住宅事業会社 -

2016/06/29 ロシア （株）三菱東京ＵＦＪ銀行 プライマリーラベルの製造・販売会社の買収 -

2016/06/30 アメリカ 農林中央金庫 エアフィルタメーカーの買収

2016/06/30 アメリカ （株）三井住友銀行 エアフィルタメーカーの買収

2016/06/30 アメリカ （株）三菱東京ＵＦＪ銀行 エアフィルタメーカーの買収

2016/06/30 イギリス 三井住友信託銀行（株） セルロースフィルム事業の譲受 766

2016/06/30 イギリス （株）みずほ銀行 セルロースフィルム事業の譲受 1,670

2016/06/30 イギリス （株）三菱東京ＵＦＪ銀行 セルロースフィルム事業の譲受 1,314

2016/06/30 イギリス （株）りそな銀行 セルロースフィルム事業の譲受 766

2016/06/30 イギリス （株）広島銀行 セルロースフィルム事業の譲受 766

2016/06/30 イギリス （株）静岡銀行 セルロースフィルム事業の譲受 766

2016/06/30 トルコ （株）三井住友銀行
自動車用、フォークリフト用及び据置用鉛蓄
電池の製造・販売会社の買収 -

24,317

投資



金融種類 調印日 国・地域 借入人/出資先 使途
金額

（百万円）

2016/06/30 トルコ （株）三菱東京ＵＦＪ銀行
自動車用、フォークリフト用及び据置用鉛蓄
電池の製造・販売会社の買収 -

2016/06/30 オランダ （株）三井住友銀行 総合人材派遣会社の買収 -

2016/06/30 オランダ （株）みずほ銀行 総合人材派遣会社の買収 -

2016/06/30 オランダ （株）三菱東京ＵＦＪ銀行 総合人材派遣会社の買収 -

2016/06/30 ドイツ （株）三菱東京ＵＦＪ銀行
マイクロコージェネレーションシステムの開
発、製造及び販売会社の買収 -

2016/06/30 オランダ （株）みずほ銀行

農業機械用タイヤ、産業機械用タイヤ、建設
機械用タイヤ及び林業機械用タイヤの製造・
販売会社の買収 -

2016/06/30 オランダ 農林中央金庫

農業機械用タイヤ、産業機械用タイヤ、建設
機械用タイヤ及び林業機械用タイヤの製造・
販売会社の買収 -

2016/06/30 オランダ （株）三菱東京ＵＦＪ銀行

農業機械用タイヤ、産業機械用タイヤ、建設
機械用タイヤ及び林業機械用タイヤの製造・
販売会社の買収 -

2016/06/30 オランダ （株）横浜銀行

農業機械用タイヤ、産業機械用タイヤ、建設
機械用タイヤ及び林業機械用タイヤの製造・
販売会社の買収 -

2016/06/30 イギリス （株）三菱東京ＵＦＪ銀行 建築設計会社の買収 5,777

2016/06/30 イギリス （株）みずほ銀行 建築設計会社の買収 3,851

2016/06/30 イギリス （株）三菱東京ＵＦＪ銀行 網膜画像診断機器の製造・販売会社の買収 4,677

2016/06/30 イギリス 三井住友信託銀行（株） 網膜画像診断機器の製造・販売会社の買収 985

2016/06/30 イギリス 日本生命保険（相） 網膜画像診断機器の製造・販売会社の買収 2,990

2016/06/30 イギリス （株）三井住友銀行 網膜画像診断機器の製造・販売会社の買収 1,982

2016/06/30 イギリス （株）みずほ銀行 網膜画像診断機器の製造・販売会社の買収 2,486

2016/06/30 イギリス 三菱ＵＦＪ信託銀行（株） 網膜画像診断機器の製造・販売会社の買収 3,636

2016/06/30 イギリス （株）りそな銀行 網膜画像診断機器の製造・販売会社の買収 3,286

2016/06/30 イギリス （株）静岡銀行 網膜画像診断機器の製造・販売会社の買収 3,833

投資



金融種類 調印日 国・地域 借入人/出資先 使途
金額

（百万円）

2016/06/30 イタリア （株）日立製作所 鉄道関連会社の買収 -

2016/06/30 イタリア （株）みずほ銀行 鉄道関連会社の買収 -

2016/06/30 イタリア （株）三菱東京ＵＦＪ銀行 鉄道関連会社の買収 -

2016/06/30 イタリア （株）三井住友銀行 鉄道関連会社の買収 -

2016/06/30 アメリカ （株）三井住友銀行 iPS細胞の開発・製造会社の買収 -

2016/06/30 アメリカ 三井住友信託銀行（株） iPS細胞の開発・製造会社の買収 -

2016/06/30 アメリカ （株）三菱東京ＵＦＪ銀行 iPS細胞の開発・製造会社の買収 -

2016/06/30 アメリカ
ＵＡＣＪ　ＮＯＲＴＨ　ＡＭＥＲ
ＩＣＡ　ＩＮＣ．

自動車用アルミニウム構造材及び各種アルミ
ニウム部品等の製造販売会社の買収 3,969

2016/06/30 アメリカ （株）みずほ銀行
自動車用アルミニウム構造材及び各種アルミ
ニウム部品等の製造販売会社の買収 2,292

2016/06/30 アメリカ （株）三井住友銀行
自動車用アルミニウム構造材及び各種アルミ
ニウム部品等の製造販売会社の買収 2,292

2016/06/30 アメリカ 三井住友信託銀行（株）
自動車用アルミニウム構造材及び各種アルミ
ニウム部品等の製造販売会社の買収 509

2016/06/30 アメリカ （株）三菱東京ＵＦＪ銀行 パリレンコーティングサービス会社の買収 -

2016/06/30 アメリカ （株）三井住友銀行 パリレンコーティングサービス会社の買収 -

2016/06/30 アメリカ （株）みずほ銀行 パリレンコーティングサービス会社の買収 -

2016/06/30 インドネシア
タングープロジェクトマネジメン
ト（株） ＬＮＧプロジェクト 131,448

2016/04/08 ＣＡＦ アンデス開発公社
再生可能エネルギー及びエネルギー効率化事
業 5,634

2016/06/15 インドネシア インドネシア共和国政府 サムライ債の一部取得 -

2016/06/15 インドネシア インドネシア共和国政府 サムライ債の一部取得 -

出資

2016/04/28 その他

ＫＫＲ　ＡＭＥＲＩＣＡＳ　ＦＵ
ＮＤ　ＸＩＩ　（ＥＥＡ）　Ｌ．
Ｐ．

北米等で事業展開する企業に投資するファン
ド -

投資

事業開発等



金融種類 調印日 国・地域 借入人/出資先 使途
金額

（百万円）

2016/04/08 ＣＡＦ アンデス開発公社
再生可能エネルギー及びエネルギー効率化事
業 5,070

2016/06/03 インドネシア
ＰＴ　ＢＨＩＭＡＳＥＮＡ　ＰＯ
ＷＥＲ　ＩＮＤＯＮＥＳＩＡ 石炭火力発電事業 149,917

保証


