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IFCの最新情報 － 2014年度上半期 

2013年7月1日に始まった2014年度では、IFCは160億ドルの借入

プログラムを計画しています。このプログラムには、公募債及び私募

債、割引債、新興国市場における現地通貨建て債による中核的な

資金調達プログラムが含まれています。また、2014年7月1日に始ま

る次年度のため、最大20億米ドルの事前資金調達が行われます。 

IFCは、2014年度上半期に年度プログラムの半分を上回る110億米

ドルの資金を調達しました。この資金調達では、11通貨で54件の起

債が行われ、平均満期は4.2年となっています。  

こうしたトレンドは拡大を続ける当社の事業を反映しています。2014

年度上半期には、投融資契約の締結により、90カ国を超える国々で

の364件のプロジェクトに対して、総額108億米ドルをコミットしました。

これには、当社顧客の支援を目的として他の資金源から動員した23

億米ドルの資金が含まれます。IFCの2014年度上半期の収益は7億

2,600万米ドルとなり、2013年度同期の4億8,200万米ドルから50%

の増加となりました。  

今年度下半期、 IFCは資金調達コストを最小限に抑え、新たな市場

の開拓に向けて柔軟に戦略を展開すると同時に、米ドル、オースト

ラリアドルなどの中核となる市場におけるプレゼンスを引き続き維持

することを目指します。 

ムーディーズは、IFCの健全な財務基盤と流動性、PCS (Preferred 

Creditor Status)、加盟国の強力な支援を踏まえ、昨年11月に引き

続きIFCの格付けを「Aaa」とし、見通しを「安定的」としました。スタン

ダード&プアーズは今月、IFCの「非常に強固な」事業プロファイルと

「きわめて強固な」財務プロファイルを踏まえ、IFCの単独ベースの

信用力評価を引き続き「AAA」格としました。 

イベントと受賞歴 

• IFCは2013年度には、6億5千万ニュージーランドドルの起債 

（3.875%、2018年2月償還）によりKangaNewsの「Kauri Bond 

Deal of the Year」を受賞したほか、 EMEA Finance誌の 「Best 

Supranational Borrower」、CMDの「Best Niche Currency 

Issuer」をはじめとして数多くの賞を受けました。 

また、人民元建ての割引債プログラムはMTN-Iより「Innovation 

in Emerging Currencies Access Award」および

「Institutional Performance Award」を受賞しました。 

• 昨年8月には、IFCとシティ（Citi）の共催により、「Real World 

Solutions for Bridging the Climate Investment Gap」をテー

マにロンドンで会議が行われました。この会議では、民間セク

ターによる気候変動対策を支援するための投資機会に焦点が当

てられました。  

• 昨年11月には、「IMN IFC African Capital Markets 

Conference」をケープタウンで共同開催しました。この会議には、

マクロ経済動向、住宅資金のファイナンス、国際機関の債券発行、

社債市場動向、プロジェクト・ファイナンス、構造改革、債券市場

におけるノンバンクの機会などの分野を専門とするパネリストが

参加しました。  

• 同じく昨年11月に、東京において「Investing for Impact in 

Emerging Markets」に関するセミナーを初めて開催しました。こ

のセミナーでは、銀行、証券会社、投資家の皆様がIFCの活動に

ついて理解を深め、新興国市場の見通しやSRI（社会的責任投

資）の投資機会について議論しました。  
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詳細についてはIFCのWebサイト（ www.ifc.org/investors）を参照してください。   

売出債 

売出債市場では、2014年度上半期に注目すべき起債をいくつか

行いました。日経225連動型5年債（212億円）は、日本市場にお

いて過去2年間に国際機関が発行したものとして最大のものとなり

ました。この債券はデジタルクーポン型の債券となっています。 

昨年10月には2件のグリーンボンドを発行し、合計で2億米ドルを

調達しました。女性起業家支援のための債券プログラムに基づき

11月に初めて発行した債券も売出債市場で行いました。 

英ポンドでの起債 

IFCは今年、英ポンド市場において3年ぶりに5億ポンドの起債を行

いました。当初は2億5千万ポンドの発行からスタートし、その後1億

5千万ポンド、さらに1億ポンド増額発行しました（すべて8月から10

月に起債）。この起債では良好なリターンが得られ、需要に応じて

柔軟なタイミングで起債を行うというIFCの戦略が実証されました。 

ルピー債プログラムの立ち上げ 

IFCは、昨年11月に10億米ドル規模のオフショア・インドルピー建

て債券プログラムを立ち上げ、経済の不透明感が世界的に高まる

中でインドの資本市場強化と海外投資家の呼び込みを行いました。

このプログラムにおける最初の起債として、IFCは100億ルピーの

グローバル債（約1億6千万米ドル）を発行しました。IFCにとって初

めてのルピー建て債となるこの債券は、年限3年のベンチマーク債

としてオファーされ、決済は米ドル建てで行われます。当初払込及

び元本・クーポンの支払いは米ドルで行われ、金額はすべて米ド

ル／インドルピーの為替レートと連動しています。IFCは、債券発

行で調達した米ドル資金を国内の直物為替市場でルピーに換え、

インド国内の民間セクターへの投融資資金として利用します。 

ザンベジ債  

IFCの「ザンベジ （Zambezi）債」は、ザンビア国内市場で外国機関

により発行された初めての債券です。現地通貨建て4年債（1億5千

万ザンビアクワチャ、2,850万米ドル相当）が利率15%で発行されま

した。当初の起債予定規模は1億ザンビアクワチャでしたが、国内

外の投資家から5倍近い応募が集まったため1億5千万ザンビアク

ワチャに増額されました。このプログラムによる調達資金は、ザン

ビアにおけるIFCの民間セクター開発プログラムに使用されます。   

IFCは、民間セクター開発のための資金調達、国内債券市場の発

展を支援するため、通常の資金調達プログラムの一環として、現

地通貨建て債券を発行しています。多くの場合、IFCは非居住者

発行体として最初の発行体、あるいは最初に起債する発行体の

ひとつとなっています。 

2014年度上半期のハイライト 

過去最大規模のグローバル債発行 

IFCは昨年8月に、過去最大となる35億米ドルのグローバル・ベ

ンチマーク債（5年債）を発行しました。この起債にはIFCのグロー

バル債の歴史において過去最大のオーダーが入り、新たな投資

家が数多く参加する取引となりました。不安定な市場の状況や、

FRBによる金融緩和政策の段階的縮小のアナウンスメントなど、

5年以上の起債について不透明感が高い環境にもかかわらず、

この債券はきわめて順調な販売となり、最終的なオーダーブック

は50億米ドル近くに達しました。このような需要超過は国際的な

投資家層におけるIFCへの強い支持を反映したものです。この起

債のプライシングは、ミッドスワップレート+2 bps／米国債+21.1 

bpsで決定しました。 

グリーンボンド再び 

昨年2月に続き11月には2013年2回目となる10億米ドルのグ

リーンボンドを発行しました。この債券は、ドイツおよびブラジル

の中央銀行、さらにはブラックロック、米カリフォルニア州教職員

退職年金基金、カルバート・インベストメント、ドイチェ・アセット＆

ウェルス・マネジメント、プラクシス、ステート・ストリート・グローバ

ル・アドバイザーズなどの投資運用機関から強力な支持を受けま

した。市場初のベンチマークとなった2月の10億米ドルの起債に

続き、IFCはこの債券を含めて、グリーンボンド・プログラムをつう

じて累計で34億米ドルを調達しています。同債券のプライシング

は、ミッドスワップレート -4 bpsで決定しました。 

女性起業家支援のための債券プログラム 

昨年11月には女性企業家支援のための債券を発行し、1億6千

万ドルを超える資金を調達しました。既に設定されている女性の

ための金融プログラムをつうじて、女性が経営する企業のファイ

ナンスへのアクセスを支援する投資に利用されます。IFCはこの

プログラムを2010年に立ち上げ、現在のポートフォリオの規模は

7億米ドル近くに上ります。この資金は、金融機関を通じて、東欧、

東アジア、アフリカ、ラテンアメリカにおいて女性が経営する中小

企業に融資されています。昨年11月に発行した債券は、オースト

ラリアドルおよびトルコリラの2本建てで、日本の個人投資家と機

関投資家に販売されました。 

 


