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－参考資料 －  

この資料はニューヨーク現地時間 10 月 25 日に発表された英文ニュース・リリースの和文翻訳です。当該資料の内容については英文リリ

ースがすべての点において優先します。 

 

ニュース・リリース 

 
 

JPモルガン・チェース、連邦住宅金融局、フレディマックおよびファニーメイと和解 

和解は、住宅ローン担保証券関連の事案のより広範な解決に向けての大きな一歩を意味する 

 

2013年10月25日、ニューヨーク発 – JPモルガン・チェースは、フレディマックおよびファニーメイを監督す

る連邦住宅金融局（FHFA）との間で、住宅ローン担保証券（MBS）関連のすべての訴訟を40億ドルで解

決することに合意しました。当該和解は、当社最大のMBS訴訟を解決するものであり、ファニーメイおよび

フレディマックがJ.P.モルガン、ベアー・スターンズおよびワシントン・ミューチュアルから購入した約338億

ドルの証券に関するものです。当社は同時に、2000年から2008年にかけてのホール・ローンの購入に伴

うファニーメイおよびフレディマックの買戻請求権を、11億ドルで解決することに同意しました。 

 

本日（注：10月25日）行われた合計51億ドル相当の和解は、当社と政府機関との間のMBS関連事案のよ

り広範な解決に向けての大きな一歩であり、司法省ならびにその他の連邦および州政府機関による並な

らぬ努力を反映するものです。 

 

JP モルガン・チェース・アンド・カンパニー(NYSE: JPM)は、世界各地に拠点を持ち、総資産 2.5 兆ド
ルを有する世界有数の金融サービス会社です。投資銀行業務、個人向け金融サービス、中小企業
向け金融サービス、コマーシャル･バンキング、金融取引管理事務業務、資産運用業務およびプラ
イベート・エクイティ業務において業界をリードしています。JP モルガン・チェースは、ダウ・ジョーン
ズ工業株平均の構成銘柄として採用されており、「J.P.モルガン」、および「チェース」のブランドの下
で、米国の多数の個人のお客様と世界有数の事業法人・機関投資家・政府機関の多くにサービス
を提供しています。 
 
JPモルガン・チェースの情報はwww.jpmorganchase.comにてご覧いただけます。 
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October 25, 2013

JPMorgan Chase Reaches Settlements with The Federal Housing Finance Agency, Freddie 
Mac and Fannie Mae

Settlements Represent an Important Step Towards a Broader Resolution of Mortgage-Backed Securities 
Matters

New York, October 25, 2013 - JPMorgan Chase has reached an agreement to resolve all of its mortgage-backed securities 
(MBS) litigation with the Federal Housing Finance Agency (FHFA) as conservator for Freddie Mac and Fannie Mae for $4 
billion. This settlement resolves the firm's largest MBS case and relates to approximately $33.8 billion of securities purchased 
by Fannie Mae and Freddie Mac from J.P. Morgan, Bear Stearns and Washington Mutual. The firm has also simultaneously 
agreed to resolve Fannie Mae's and Freddie Mac's repurchase claims associated with whole loan purchases from 2000 to 
2008, for $1.1 billion.

Today's settlements totaling $5.1 billion are an important step towards a broader resolution of the firm's MBS-related matters 
with governmental entities, and reflect significant efforts by the Department of Justice and other federal and state governmental 
agencies.

JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) is a leading global financial services firm with assets of $2.5 trillion and operations 
worldwide. The Firm is a leader in investment banking, financial services for consumers and small businesses, commercial 
banking, financial transaction processing, asset management and private equity. A component of the Dow Jones Industrial 
Average, JPMorgan Chase & Co. serves millions of consumers in the United States and many of the world's most prominent 
corporate, institutional and government clients under its J.P. Morgan and Chase brands. Information about JPMorgan Chase & 
Co. is available at www.jpmorganchase.com. 
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