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バンク・オブ・アメリカ、組織構造を簡素化へ 

 

(シャーロット) ― バンク・オブ・アメリカは、本日、子会社であるメリルリンチ・アンド・カンパ

ニー・インク（以下、「ML&Co.」といいます。）のバンク・オブ・アメリカ・コーポレーションへの

吸収合併を完了した旨発表しました。当社はすでに、早ければ 2013 年度第４四半期に ML&Co.をバン

ク・オブ・アメリカ・コーポレーションに直接吸収合併させることを検討している旨発表していまし

た。本吸収合併による「メリルリンチ」の名称及びブランドには一切の変更はなく、また顧客への影

響も一切ありません。 

持株会社である ML&Co.傘下の子会社はすべて現行のメリルリンチの名称とブランドのもとで現行の

営業を継続します。また、バンク・オブ・アメリカのプライマリー・ブローカー／ディーラーである

メリルリンチ・ピアース・フェナー・アンド・スミス、及びその傘下の米国外におけるブローカー／

ディーラー各社の業務は今後も現状通りに行われ、社名及びブランドへの変更はありません。 

2013 年 10 月 1 日付で、当吸収合併に伴い、バンク・オブ・アメリカ・コーポレーションは、ML&Co.

の米国及び米国外の残存債務証券、残存信託優先証券に係る債務、ML&Co.の子会社が発行した米国外

の残存債務証券及び同子会社が締結した取引契約に対して ML&Co.が付与した保証を含め、ML&Co.の全

債務を引き継ぎました。また、当吸収合併に伴い、ML&Co.は米国証券取引委員会に個別に報告書を提

出することを停止します。 

 

以上 

 

本記者発表文は、現地2013年10月１日発表のニュースリリースの抄訳です。原文と抄訳の間に齟齬がある場合に

は、原文の内容が優先します。全文(原文)は、以下のとおりです。 
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Reporters May Contact:
Jerry Dubrowski, Bank of America, 980.388.2840
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Bank of America Simplifies Corporate Structure

CHARLOTTE -  Bank of America announced today that it has completed the merger of its Merrill 
Lynch & Co., Inc. subsidiary into Bank of America Corp. Bank of America previously stated that it 
was considering merging Merrill Lynch & Co., Inc. directly into Bank of America Corp. as early as 
the fourth quarter of 2013.  The merger has no effect on the Merrill Lynch name and brand, and 
will have no impact on customers or clients.  

Subsidiaries of Merrill Lynch & Co., Inc., a holding company, will continue to operate under the 
Merrill Lynch name and brand. Bank of America's primary broker-dealer, Merrill Lynch, Pierce, 
Fenner & Smith, and its non-U.S. broker-dealer entities will continue to operate under their 
current names and brands. 

As of October 1, 2013, in connection with the merger, Bank of America Corp. assumed all of 
Merrill Lynch & Co., Inc.'s obligations, including its outstanding U.S. and non-U.S. debt 
securities, its obligations regarding outstanding trust preferred securities, and its guarantees of 
both outstanding non-U.S. debt securities issued by its subsidiaries and trading contracts of its 
subsidiaries. Also, as a result of the merger, Merrill Lynch & Co., Inc. will cease to separately file 
reports with the U.S. Securities and Exchange Commission. 

Bank of America
Bank of America is one of the world's largest financial institutions, serving individual consumers, 
small- and middle-market businesses and large corporations with a full range of banking, 
investing, asset management and other financial and risk management products and services. 
We serve approximately 51 million consumer and small business relationships with 
approximately 5,300 retail banking offices and approximately 16,350 ATMs and award-winning 
online banking with 30 million active users and more than 13 million mobile users. Bank of 
America is among the world's leading wealth management companies and is a global leader in 
corporate and investment banking and trading across a broad range of asset classes, serving 
corporations, governments, institutions and individuals around the world. Bank of America offers 
industry-leading support to approximately 3 million small business owners through a suite of 
innovative, easy-to-use online products and services. The company serves clients through 



operations in more than 40 countries. Bank of America Corporation stock (NYSE: BAC) is listed 
on the New York Stock Exchange.

Visit the Bank of America newsroom for more Bank of America news.

www.bankofamerica.com
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