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プレスリリース
本資料は 12 月 31 日にチュ
ーリッヒで発表されたプレ
スリリースの翻訳版です

クレディ・スイス
資産運用事業の一部をアバディーン・アセット・マネジメントに売却し
同社株式 24.9％を取得することで合意
アセット・マネジメントの中核事業に注力し、統合事業モデルを推進
クレディ・スイスは、本日、伝統的資産を対象とした資産運用を行うグローバル・インベス
ターズ事業の一部を英国のアバディーン・アセット・マネジメント（アバディーン社）に売
却し、同社株式の最大 24.9％を得ることで合意、調印しました。この持分は 2008 年 12 月
30 日現在で約 3 億 8,100 万スイスフランに相当します。売却の対象となるのは、欧州、米国、
アジア太平洋地域における同事業と、それら地域での運用資産合計 750 億スイスフランです。
クレディ・スイスは、アバディーン社の取締役会に取締役を派遣します。売却は規制当局や
アバディーン社株主の承認などを経て、2009 年第 2 四半期に完了の見込みです。
クレディ・スイスは、スイスでの資産運用においては最大手であり、スイス国内での資産運
用事業は継続しますが、スイス籍のファンドにはアバディーン社に運用を移管するものがご
く少数あります。クレディ・スイスは、ブラジルでの資産運用事業および世界各地で合弁事
業を通じて行っている同事業も継続します。
クレディ・スイスのアセット・マネジメント部門最高経営責任者ロバート・シェイファーは
次のように述べています。「アバディーン社は、様々な資産クラスにおいて長年にわたり優
れた運用実績を残している運用会社です。今回の売却を通じて、クレディ・スイスの顧客に
同社の多様な投資商品を提供することができます」。
「クレディ・スイスは、オルタナティブ投資、資産アロケーション、スイス国内事業などの
分野で優れた実績と必要な事業規模を有しており、今回の売却を通じてこれらの分野に一層
注力し、当社統合事業モデルとの一体化を促進します。また今回の売却は、グローバル・イ
ンベスターズ事業の資産価値を向上し、市場再編が続く中でスケールメリットを享受しうる
事業規模を生み出すことにもつながります」（シェイファー）。
アバディーン社は、英国大手の資産運用会社であり、株式運用、債券運用、不動産運用を合
同運用やクローズド型およびオープン型ファンドで提供する世界有数の運用会社です。運用
資産残高は 2008 年 9 月末で 1,110 億英ポンドです。
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今回売却する事業にかかわる営業権から 6 億スイスフラン相当のノンキャッシュ費用が発生
する見込みですが、この費用はクレディ・スイスの第一分類資本への影響はありません。
クレディ・スイスのアバディーン社に対する持分は、取得価格調整の対象となるため、最終
的な持分は 24.9％を下回る可能性があります。売却される事業には、規制や必要な流動資本
を満たすため、少なくとも 2,000 万英ポンドの正味現金が含まれます。クレディ・スイスが
保有するアバディーン社の株式には、3 年間のロックアップおよびスタンドスティル期間が
課せられ、クレディ・スイスの持分が 24.98％を超えないようになっています。クレディ・
スイスとアバディーン社は、両社間の現行の販売協定を拡大し、アバディーン社が本件を通
じて取得する事業も協定の対象とすることで合意しました。

本件に関するお問い合わせ先
コーポレート・コミュニケーションズ
梶野 勇
Tel：03-4550-9893
Email：isamu.kajino@credit-suisse.com

クレディ・スイスについて
クレディ・スイスは、世界有数の銀行として、プライベート・バンキング、インベストメント・バンキング、アセッ
ト・マネジメント事業を世界中で展開し、アドバイザリー・サービス、包括的なソリューション、革新的な商品を、
世界中の法人および富裕層個人顧客、またスイス国内の一般個人顧客に提供しています。クレディ・スイスは、世界
50 ヶ国以上に拠点を持ち、約 50,000 人の従業員を有しています。クレディ・スイスは世界各地にある複数の事業法
人で構成され、本拠地はチューリッヒにあります。親会社クレディ・スイス・グループ AG の株式（CSGN）はスイス
で上場され、米国預託証券（CS）としてニューヨークでも上場しています。
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Cautionary statement regarding forward-looking information
This press release contains statements that constitute forward-looking statements within the meaning of the Private Securities
Litigation Reform Act. In addition, in the future we, and others on our behalf, may make statements that constitute forward-looking
statements. Such forward-looking statements may include, without limitation, statements relating to the following:
- our plans, objectives or goals;
- our future economic performance or prospects;
- the potential effect on our future performance of certain contingencies; and
- assumptions underlying any such statements.
Words such as "believes," "anticipates," "expects," "intends" and "plans" and similar expressions are intended to identify forwardlooking statements but are not the exclusive means of identifying such statements. We do not intend to update these forward-looking
statements except as may be required by applicable securities laws. By their very nature, forward-looking statements involve inherent
risks and uncertainties, both general and specific, and risks exist that predictions, forecasts, projections and other outcomes
described or implied in forward-looking statements will not be achieved. We caution you that a number of important factors could
cause results to differ materially from the plans, objectives, expectations, estimates and intentions expressed in such forward-looking
statements. These factors include:
- the ability to maintain sufficient liquidity and access capital markets;
- market and interest rate fluctuations;
- the strength of the global economy in general and the strength of the economies of the countries in which we conduct our
operations, in particular the risk of a continued US or global economic downturn in 2008 and beyond;
- the direct and indirect impacts of continuing deterioration of subprime and other real estate markets;
- further adverse rating actions by credit rating agencies in respect of structured credit products or other credit-related exposures or
of monoline insurers;
- the ability of counterparties to meet their obligations to us;
- the effects of, and changes in, fiscal, monetary, trade and tax policies, and currency fluctuations;
- political and social developments, including war, civil unrest or terrorist activity;
- the possibility of foreign exchange controls, expropriation, nationalization or confiscation of assets in countries in which we conduct
our operations;
- operational factors such as systems failure, human error, or the failure to implement procedures properly;
- actions taken by regulators with respect to our business and practices in one or more of the countries in which we conduct our
operations;
- the effects of changes in laws, regulations or accounting policies or practices;
- competition in geographic and business areas in which we conduct our operations;
- the ability to retain and recruit qualified personnel;
- the ability to maintain our reputation and promote our brand;
- the ability to increase market share and control expenses;
- technological changes;
- the timely development and acceptance of our new products and services and the perceived overall value of these products and
services by users;
- acquisitions, including the ability to integrate acquired businesses successfully, and divestitures, including the ability to sell non-core
assets;
- the adverse resolution of litigation and other contingencies; and
- our success at managing the risks involved in the foregoing.
We caution you that the foregoing list of important factors is not exclusive. When evaluating forward-looking statements, you should
carefully consider the foregoing factors and other uncertainties and events, as well as the information set forth in our Form 20-F Item
3 - Key Information - Risk Factors

