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モーゲージ買戻し請求に係るフレディマックとの合意を発表

本合意により、2009 年末までにフレディマックに販売されたローンに係るすべての未解決の及び潜

在的な住宅モーゲージの表明保証に関連する請求を解決

支払いは、2013 年９月 30 日現在の既存の引当金から充当される

(ノース・カロライナ州シャーロット、2013 年 12 月２日) ― バンク・オブ・アメリカは、本日、連

邦住宅貸付抵当公社(以下「フレディマック」といいます。)と、2009 年末までにフレディマックに対

して販売された住宅モーゲージ・ローンに係る残りの表明保証に関連する請求をすべて解決するため

の合意を行った旨発表しました。

本合意の条件に基づき、バンク・オブ・アメリカは、2000 年１月１日から 2009 年 12 月 31 日まで

にフレディマックに対して販売されたローンに関連して、モーゲージ・ローンに係るすべての未解決

の及び潜在的な買戻し請求及び損失補填請求を解決するため、また、モーゲージ保険の請求拒否、契

約解除及び取消に関連する一定の過去の損失及び潜在的な将来の損失についてフレディマックを補填

するために、フレディマックに対して合計 404 百万ドル(13 百万ドルの控除分を除きます。)を支払う

予定です。当該支払いは、2013 年９月 30 日現在の既存の引当金から全額充当されます。

以前、バンク・オブ・アメリカは、旧カントリーワイドにより 2008 年までにフレディマックに対

して販売されたホールローンに係る未解決の及び潜在的なすべての表明保証に関連する請求を解決す

るためのフレディマックとの合意を発表しました。さらに、ファニーメイとの２回の合意をあわせる

と、旧カントリーワイド及び旧バンク・オブ・アメリカにより 2008 年までにファニーメイに対して

販売されたホールローンに係る未解決の及び潜在的な表明保証に関連する請求をすべて解決したこと

になります。

本合意により、バンク・オブ・アメリカは、旧バンク・オブ・アメリカ及び旧カントリーワイドに

より、上記日付までにファニーメイ及びフレディマックに対して販売されたホールローンに係る未解

決の及び潜在的な表明保証に関連する請求を、バンク・オブ・アメリカが重要とはみなさない一部の

例外を除きすべて解決しました。
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本日の合意は、ローンのサービシング契約債務、民間金融機関による証券化に含まれるローン又は

有価証券及び開示に係る請求は対象としていません。

以上

本記者発表文は、現地2013年12月２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。



Financial Releases

BANK OF AMERICA ANNOUNCES AGREEMENT WITH FREDDIE 
MAC ON MORTGAGE REPURCHASE CLAIMS

Agreement Resolves All Outstanding and Potential Residential Mortgage Representation and Warranties Claims for 

Loans Sold to Freddie Mac Through the End of 2009 

Payments Covered by Existing Reserves as of September 30, 2013 

CHARLOTTE, N.C.--(BUSINESS WIRE)--Dec. 2, 2013-- Bank of America today announced an agreement with the 

Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac) to resolve all remaining representations and warranties 

claims for residential mortgage loans sold to Freddie Mac through the end of 2009. 

Under terms of the agreement, Bank of America will pay Freddie Mac a total of $404 million (less credits of $13 million) 

to resolve all outstanding and potential mortgage repurchase and make-whole claims related to loans sold to Freddie 

Mac from January 1, 2000 to December 31, 2009, and to compensate Freddie Mac for certain past losses and 

potential future losses relating to denials, rescissions and cancellations of mortgage insurance. The payments are fully 

covered by existing reserves as of September 30, 2013. 

Previously, Bank of America announced an agreement with Freddie Mac to resolve all outstanding and potential 

representations and warranties claims related to whole loans sold by legacy Countrywide to Freddie Mac through 

2008, and a pair of agreements with Fannie Mae that, taken together, resolved all outstanding and potential 

representations and warranties claims related to whole loans sold by legacy Countrywide and legacy Bank of America 

to Fannie Mae through 2008. 

With this settlement, Bank of America has resolved all outstanding and potential representations and warranties claims 

on whole loans sold by legacy Bank of America and Countrywide to Fannie Mae and Freddie Mac through the dates 

outlined above, subject to certain exceptions which Bank of America does not believe are material. 

Today’s agreement does not cover loan servicing obligations, loans contained in private label securitizations or 

securities and disclosure claims. 

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 5,200 retail banking offices and approximately 16,200 ATMs and award-

winning online banking with 30 million active users and more than 14 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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Investors May Contact: 

Anne Walker, Bank of America, 1.646.855.3644 

Lee McEntire, Bank of America, 1.980.388.6780 

Jonathan Blum, Bank of America (Fixed Income), 1.212.449.3112 

Reporters May Contact: 

Jerry Dubrowski, Bank of America, 1.980.388.2840 

jerome.f.dubrowski@bankofamerica.com 

 


