インフォメーション・ステートメント
国際金融公社

国際金融公社（以下「IFC」または「公社」といいます。
）は、ノート、ボンド、仕組債その他の負債証券（以下「証券」
といいます。）を、販売時の市場動向に適した期間および条件を設定して随時発行しています。証券はディーラーおよび
引受会社に対して販売され、そこから一般公募・再販されますが、IFC が直接または代理人を通して販売する場合もあり
ます。
IFC が発行する証券については、元本総額、満期、金利、金利の決定方式、利息支払日、償還プレミアム（もしあれば）、
IFC に対して支払う証券購入価格、償還条項あるいはその他の特別条項、証券の形式および額面額、証券取引市場への上
場に関する情報、ならびにディーラー、引受会社、代理人の名称およびその他の関連情報を、発行に関する目論見書、オ
ファリング・サーキュラー、インフォメーションメモランダム、その他募集関連書類に掲載しています。
特段の指定がない限り、本インフォメーション・ステートメントでは（1）金額はすべて、連結財務諸表に対する注記
A-重要な会計方針の要約の「外貨建て取引の再測定」で示されたとおり、米ドル換算にて表示されており、また（2）す
べて 2013 年 6 月 30 日現在の情報に基づいています。

情報の提供について
IFC ではご要望に応じて本インフォメーション・ステートメントのコピーを無料で提供いたします。ご希望の方は書面
か電話で IFC 本部財務部宛てにご連絡ください（住所： 2121 Pennsylvania Avenue, N.W., Washington, D.C., 20433,
Attention: Treasury Department、電話： (202) 458-9230）
。IFC の連結財務諸表その他、米国証券取引委員会（以下「委
員会」といいます。）に提出された書類は、委員会の事務所（Room 1580, 100 F Street, N.E., Washington, D.C. 20549）
で閲覧できるほか、同所にある委員会の公開閲覧課（Public Reference Section）では所定の料金でコピーの入手が可能
です。
インフォメーション・ステートメントは IFC のウェブサイト http://www.ifc.org/investors でも閲覧可能です。なお、
IFC ウェブサイト上のその他の記事は本インフォメーション・ステートメントの一部を構成するものではありません。

本インフォメーション・ステートメントは今後、証券の発行目論見書、オファリング・サーキュラー、インフォメーシ
ョンメモランダムその他募集関連書類をお読みになる際に、IFC の事業内容や財務状況を理解する参考資料としてお役立
てください。

2013 年 11 月 21 日
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概

要

(別段の表示がない限り、以下のデータはすべて 2013 年 6 月 30 日現在)
IFC は、民間セクターの開発を促進することにより開発途上加盟国の経済的成長を促すために 1956 年に設立
された国際機関である。IFC は、国際復興開発銀行（以下「IBRD」という。）、国際開発協会（以下「IDA」とい
う。）
、多数国間投資保証機関（以下「MIGA」という。
）および投資紛争解決国際センター（以下「ICSID」とい
う。
）を含む世界銀行グループのメンバーである。IFC は IBRD、IDA、MIGA および ICSID とは法律的に別個の独
立した法人であり、独自の設立協定、株式資本、財務構造、経営陣および職員を有している。IFC への加盟は
IBRD の加盟国に限定されている。IFC の債務は、IBRD またはいずれの政府の債務でもなく、また IBRD または
いずれの政府による保証も受けていない。
IFC は、IFC の加盟国である開発途上国の民間セクターに資金および財務サービスを提供している経験豊富
な国際機関である。IFC は多国的な開発銀行の特徴と民間金融機関の特徴を合わせ持っている。2013 年 6 月 30
日現在、IFC の株式資本のすべては 184 カ国の加盟国により保有されている。2013 年 6 月 30 日現在、経済協
力開発機構（OECD）の加盟国が IFC の議決権の 68.36％を保有している。IFC の 184 カ国の株主のうちの上位 5
位は、アメリカ合衆国（合計議決権の 22.41％）、日本（5.58％）、ドイツ（5.10％）、英国（4.79％）およびフ
ランス（4.79％）である。概して IFC は、貸出金については市場金利を課しており、持分投資および負債証券
への投資については市場収益を目指している。他の多くの国際機関と異なり、IFC は融資の際にその国の政府
保証を受けない。IFC の財務体質の強さは主に投資ポートフォリオの質、多額の払込資本金および利益剰余金、
低い負債比率、流動資産ポートフォリオの規模、多様な収益源および収益性によるものである。
IFC の連結財務諸表作成基準

IFC の会計方針は、米国で一般に公正妥当と認められる会計原則（以下「US

GAAP」という。
）に準拠している。IFC の会計方針については、重要な会計方針の項および 2013 年度 IFC 連結
財務諸表（以下「13 年度連結財務諸表」という。
）の注記 A に詳細が記載されている。
投資商品

2013 年 6 月 30 日現在、IFC の貸出金、持分投資、負債証券投資などの投融資ポートフォリオの

実行済残高（以下「実行済投資ポートフォリオ」という。
）は 339 億米ドル（以下「ドル」または「＄」とす
る。
）であった。内訳は貸出金が 66.7％、持分投資が 27.2％、負債証券投資が 6.1％であった。実行済投資ポ
ートフォリオは国、地域、産業、セクター、プロジェクトの種類において分散されている。IFC は通常、プロ
ジェクトコストの 25％を超える貸出を自己勘定で提供しないため、信用リスクは他の民間セクターの投資家と
分け合っている。IFC の投資ポートフォリオには多くのオペレーショナルおよびプルーデンシャル規制が設け
られており、規制対象には、単一プロジェクトまたはクライアントへのエクスポージャー、単一国へのエクス
ポージャー、特定セグメントへの集中などが含まれている。IFC では投融資案件に対して厳格な基準を設けて
おり、プロジェクトごとに技術面、運営面、財務面、経済面のメリットを審査している。IFC の融資条件はそ
の概ねが市場ベースで決定されており、持分投資と負債証券の投資判断はいずれも同様のリスク・リターン評
価を基準に行われる。
流動資産

2013 年 6 月 30 日現在、IFC の流動資産ポートフォリオの公正価値残高（関連するデリバティブ
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商品および有価証券貸借取引を控除後）は、2012 年 6 月 30 日現在の 297 億ドルから 312 億ドルへと増加した。
この流動資産残高と IBRD からの未引出借入金の合計は、IFC の未実行貸出金および持分投資約定の総額を十分
賄える金額となる。IFC では、流動性について外部調達した資金で最低限の水準を維持するという方針に基づ
き、(i)約定済み未実行無担保優先貸付の 100％、(ⅱ)約定済み保証の 30％、(ⅲ)約定済み顧客リスク管理商
品の 30％を合計した額の少なくとも 65％をカバーすることとしている。2013 年 3 月 31 日で終了した 3 ヶ月間
において、IFC の経営陣は 65％の運用上限を 85％に修正する外部調達方針の変更を決定した。IFC では流動資
産ポートフォリオを政府、政府機関、国際機関、優良企業等が発行または無条件保証している高格付の固定利
付および変動利付証券に投資しており、それらの投資対象には資産担保証券（以下「ABS」という。）や不動産
担保証券（以下「MBS」という。）
、定期預金およびその他の銀行・金融機関による無条件の支払義務のある証
券も含んでいる。これは、投資を多元分散することで有利なリスク・リターン特性を確保するためである。IFC
ではこれらの投資に伴う市場リスクを、通貨スワップ、金利スワップおよび金融先物を中心としたデリバティ
ブ商品を含む各種のヘッジ手段によって管理している。
借入金

IFC は貸出金、持分投資、負債証券投資の資金のほぼ全額を国際資本市場で発行する債務証券によ

って調達しており、IBRD にはわずかな借入枠を有するのみである。IFC は借入れの通貨、国、資金源、返済期
間などを分散することによって、柔軟性とコスト効率を確保している。2013 年 6 月 30 日現在、IFC の借入残
高は、公正価値調整後で総額 449 億ドルである。さらに、IFC は市場からの借入金をドル建ての変動金利債務
に変換するために、多くの通貨スワップおよび金利スワップ取引を行っている。
エンタープライズリスク管理

持続可能な民間セクター開発業務を遂行していくうえで IFC はタイプの異な

るさまざまなリスクを負っている。これらのリスクの積極的な管理は、IFC が財務上の安定を維持し開発効果
を達成するうえできわめて重要である。
IFC は包括的なエンタープライズリスク管理の枠組みを定め、それに従ってリスクの特定、測定、監視、分
析および制御を継続的に行っている。エンタープライズリスク管理の枠組みは複数の要素が多元的に関連し合
う構造になっており、IFC の基本指針に基づき、理事会、監査委員会、執行副総裁兼長官およびマネジメント
チームによる監督の下、IFC の全事業にわたって積極的なリスク管理が実施されている。リスク選好について
は、エクスポージャーの限度額、方針および手続を定義したうえで実施されている。限度額や方針、手続など
規定事項の遵守状況については、リスク管理・ポートフォリオ担当バイス・プレジデントが独立監督組織とと
もに監視する。リスク統制についてはマネジメントチームの小委員会であるコーポレートリスク委員会が担当
し、全リスク政策の見直しや承認およびリスク基準の設定を行い、企業レベルでのリスク管理についてさまざ
まな角度からの報告を定期的に受領している。また、世界銀行グループの一員として、IFC はグループ間で定
期的にリスク管理分野での連携を行っている。
資本合計

2013 年 6 月 30 日現在、IFC の資本合計は 223 億ドルであった。資本合計のうち 187 億ドルが利

益剰余金で、そのうち 3 億ドルについては特定目的のために指定された剰余金である。IFC が報告する適正資
本とは「展開可能戦略資本」のことであり、これは、公社理事会の承認したリスクベース経済資本に基づいて
いる。2013 年 6 月 30 日現在、利用可能総資源に対する展開可能戦略資本の比率は 8％であった。利用可能総
資源とは、払込資本金、特定目的のために指定された剰余金を除く利益剰余金、および一般・個別貸倒引当金
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の総額をいう。協定では、IFC に IBRD からの借入残高がある限り、負債（借入残高と保証残高の合計）対自己
資本（応募済み資本金と利益剰余金の合計）の比率で測定した IFC のレバレッジは 4.0 対 1 を超えてはならな
いことになっている。2013 年 6 月 30 日現在、この比率は 2.6 対 1 であった。

上記に関する詳細は別のページに掲載されている補足情報
ならびに連結財務諸表および注記をご参照ください。
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主な財務データ
下記の表は直近 5 会計年度の財務諸表から抜粋した財務データである（別段の記載のない限り金額単位はすべて百万ド
ル）
。
6 月 30 日現在および 6 月 30 日に終了した年度
2013

2012

2011

2010

2009

$1,059

$ 938

$ 877

$ 801

$ 871

損益計算書抜粋：
貸出金および保証による収益 ···········································
貸出金、保証およびその他未収金による損失引当金(繰入)戻入··············

(243)

持分投資による収益（損失） ···········································

752

1,457

1,464

1,638

負債証券による収益 ···················································

5

81

46

108

71

流動資産のトレーディング取引による収益 ·······························

500

313

529

815

474

借入費用·····························································

(220)

(181)

(140)

(163)

(488)

その他収益 ···························································

441

448

222

176

153

(1,207)

(981)

(853)

(764)

(33)

(82)

10

その他費用 ···························································

(1,401)

(117)

非トレーディング取引による為替差（損）益 ·····························

35

145

公正価値評価で評価されるその他非トレーディング金融商品に係る純損益およ
び IDA 拠出金控除前利益（損失） ·······································

928

1,877

公正価値評価で評価されるその他非トレーディング金融商品に係る純利益（損
失）·································································
IDA 拠出金控除前利益 ·················································
IDA 拠出金 ···························································

422
1,350
(340)

(219)
1,658
(330)

40

2,024
155
2,179
(600)

(155)

2,285
(339)
1,946
(200)

(438)
(42)

(153)
452
299
(450)

純利益（損失） ·······················································

1,010

1,328

1,579

1,746

前項より減算：非支配会社持分に帰すべき純損失 ·························

8

-

-

-

(151)

IFC に帰すべき純利益（損失） ········································

1,018

1,328

1,579

1,746

資産合計·····························································

77,525

75,761

68,490

61,075

51,483

関連デリバティブ控除後流動資産 ·······································

31,237

29,721

24,517

21,001

17,864

投資·································································

34,677

31,438

29,934

25,944

22,214

実行済借入金残高（公正価値調整を含む） ·······························

44,869

44,665

38,211

31,106

25,711

資本合計·····························································

22,275

20,580

20,279

18,359

16,122

18,435

17,373

16,032

14,307

12,251

(151)

連結貸借対照表抜粋：

＜内訳＞
未処分繰越利益剰余金 ·········································
特定目的のために指定された利益剰余金 ·························

278

322

335

481

791

資本金 ·······················································

2,403

2,372

2,369

2,369

2,369

1,121

513

1,543

1,202

711

38

-

-

-

-

1.3%

1.8%

2.4%

3.1%

(0.3)%

平均資産利益率 (非 US GAAP) ·········································

0.9%

2.8%

1.8%

3.8%

(1.1)%

平均資本利益率 (US GAAP)(4) ···········································

4.8%

6.5%

8.2%

10.1%

(0.9)%

平均資本利益率 (非 US GAAP)(5)·········································

3.1%

9.9%

6.0%

11.8%

(3.0)%

累積的その他包括利益（以下「AOCI」という。
）
非支配会社持分 ···············································
財務比率(1)：
平均資産利益率 (US GAAP)(2) ···········································
(3)

翌3年間の見積り必要正味資金額に対する現金および短期投資の比率 ...................77%

77%

83%

71%

75%

外部調達資金の流動性レベル(6) ·········································

309%

327%

266%

190%

163%

負債比率(7) ···························································

2.6:1

2.7:1

2.6:1

2.2:1

2.1:1

7.2%

6.6%

6.6%

7.4%

7.4%

n/a

n/a

n/a

n/a

44%

(8)

実行済貸出金ポートフォリオに対する貸倒引当金比率 ····················
資本測定：
リスク加重資産に対する資本比率

(9)

····································

5

必要資源合計額（単位：10 億ドル）(10) ··································
利用可能資源合計額（単位：10 億ドル）

(11)

16.8

15.5

14.4

12.8

10.9

······························

20.5

19.2

17.9

16.8

14.8

戦略資本（単位：10 億ドル）(12) ········································

3.8

3.7

3.6

4.0

3.9

展開可能戦略資本（単位：10 億ドル）(13) ································

1.7

1.8

1.8

2.3

2.3

利用可能総資源に対する展開可能戦略資本の比率 ·························

8%

9%

10%

14%

16%

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

(6)

(7)

(8)
(9)

(10)
(11)
(12)
(13)

以下のうち特定の財務比率については、投資に係る未実現損益、その他の非トレーディング金融商品、
AOCI および連結した変動持分事業体（VIEs）による影響を除外して計算している。
当年度末と前年度末の総資産の平均に対する当年度の純利益の割合。
当年度末と前年度末の総資産（実行済貸出金および持分投資（引当金控除後）の総原価、レポ取引控除
後の流動資産ならびにその他の資産の合計）の平均に対する当年度の純利益（特定の公正価値で評価さ
れる持分投資による未実現損益、連結した VIE に係る利益ならびに公正価値で評価される非トレーディ
ング金融商品による純損益を除く。
）の割合。
当年度末と前年度末の資本合計（資本金の払込未済額を除く。
）の平均に対する当年度の純利益の割合。
当年度末と前年度末の払込済資本金および利益剰余金（特定の未実現損益控除前、特定目的に指定済み
利益剰余金の未使用累計額控除後）の合計の平均に対する当年度の純利益（特定の公正価値で評価され
る持分投資による未実現損益、連結した VIE に係る利益ならびに公正価値で評価される非トレーディン
グ金融商品による純損益を除く。）の割合。
IFC は、最低限の水準の流動性を維持するため、外部調達資金で構成される資金が次の合計の少なくと
も 65％をカバーすることとした。(i)契約済み未実行無担保優先貸付の 100％、(ⅱ)契約済み保証の 30％、
(ⅲ)契約済み顧客リスク管理商品の 30％。2013 年 3 月 31 日で終了した 3 ヶ月間において、IFC の経営
陣は 65％の運用上限を 85％に修正する外部調達方針の変更を決定した。
レバレッジ比率（負債比率）とは、借入残高および保証残高の合計額と、払込資本金および未処分利益
剰余金の合計額（特定の目的のために指定された利益剰余金および一定の未実現利益を控除後）との比
率を意味する。
実行済貸出金ポートフォリオ総額に対する貸倒引当金総額の比率とは、年度末の実行済貸出金ポートフ
ォリオ総額に対する貸倒引当金の割合をいう。
リスクウェイト資産（オフバランスの資産も含む。
）に対する資本勘定（払込資本金、利益剰余金、ポー
トフォリオ（一般）貸倒引当金を含む。
）の比率。この比率には IFC の連結貸借対照表の資本に計上され
ている特定目的のために指定された利益剰余金は含まない。IFC では、理事会の承認により 2008 年 6 月
30 日終了年度（以下「08 年度」という。
）からリスクベース経済資本の枠組みを使用しており、リスク
加重資産に対する資本比率の併用は現在行っていない。
IFC の AAA 格付を維持するために必要な最低資本。公社を横断する各アセットクラスそれぞれに関して
算定する要リスクベース経済資本の総計。
払込済資本、利益剰余金（特定目的に指定された利益剰余金を除く。
）および一般・個別貸倒引当金の合
計。これが、IFC のリスクベース経済資本の枠組みの下で得られる利用可能な財源のレベルとなる。
利用可能総資源から所要資源総額を減じた額。
利用可能総資源の 90％から所要資源総額を減じた額。
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手取金の使途
「債券」の販売による純手取金は、通常、設立協定に従って IFC の業務全般に使用される。

IFC の財務構造
2013 年 6 月 30 日現在の総資産は 775 億ドル（2012 年 6 月 30 日現在は 758 億ドル）であるが、そのうち、流動資産（関
連のデリバティブ控除後）が 312 億ドル（2012 年 6 月 30 日現在は 297 億ドル）
、投資ポートフォリオ（公正価値その他の
調整分を含み、貸倒引当金を控除後）が 347 億ドル（2012 年 6 月 30 日現在は 314 億ドル）であった。総資産にはデリバ
ティブ資産（公正価値）34 億ドルも含まれている（2012 年 6 月 30 日現在は 46 億ドル）。
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経営者の討議と分析
2013 年 6 月 30 日現在および終了年度
財務報告の概要
IFC は開発途上国の持続可能な成長を援助すべく、民間セクターへの投資、国際通貨市場における資本動員、および企
業・政府へのアドバイザリーサービスを実施している。IFC の主な投資商品は貸出金および持分投資、ならびに少額の負
債証券および信用保証のポートフォリオである。また、IFC は、さまざまな手段により、他の投融資家および貸手からの
追加資金動員も積極的かつ直接的に行っている。その主な手段には、ローンパーティシペーション、パラレルローン、貸
出債権売却、ストラクチャードファイナンスの IFC 以外の部分で中核資金動員の要件を満たすもの、契約済 IFC イニシア
ティブの IFC 以外の部分、および IFC の完全子会社 IFC Asset Management Company LLC（以下「AMC」という。）が一括運
用する契約済の資金の IFC の投資以外の部分などがある（以下総称して「中核資金動員」という。
）
。他の開発援助機関と
異なり、IFC はそのエクスポージャーについて、受け入れ国政府による保証を受けていない。IFC はその融資活動の資金
のほぼすべてを、国際資本市場で発行する債務証券によって調達し、IBRD からの借入枠を小額にとどめている。持分投資
は自己資本から調達される。借入計画の承認額は、13 年度においては同年度向けが上限 100 億ドル、また 2014 年 6 月 30
日終了年度（以下「14 年度」という。
）のファンディングプログラムに向けた 13 年度中の事前ファンディングが上限 20
億ドルであった。14 年度に関しては上限 135 億ドルの借入計画のほか、14 年度ファンディングプログラムの完了を前提
に 2015 年 6 月 30 日終了年度（以下「15 年度」という。）のファンディングプログラムに向けた 14 年度中の事前ファンデ
ィング用に上限 20 億ドルの借入が承認済みである。
IFC は資本および資産・負債を、持分投資を除いて基本的にドルで表示しており、各種通貨建てによる資産については、
特徴を同じくする負債の通貨および金利と緊密に一致させることによって為替リスクおよび金利リスクの最小化を図っ
ている。また IFC では、非持分投資や特定の融資に係る通貨および金利の残余リスクを、通常、通貨スワップおよび金利
スワップならびにその他のデリバティブ商品を利用して管理している。
経営者の討議と分析には「～と予想する」
、
「～と思われる」、
「～と期待する」、
「～するつもりである」
、
「～を計画して
いる」といった将来に向けての表現が使われている。これらは現在の予測に基づいた仮定や見積りを数多く含んでおり、
そこにあるリスクや不確実性は IFC が制御できるものではない。したがって、将来の実際の結果は、現時点の予測と大き
く異なる可能性がある。

IFC 連結財務諸表の作成基準
IFC の会計方針は US GAAP に準拠している。会計方針については、「重要な会計方針」の項および 13 年度 IFC 連結財務
諸表の注記 A で詳述している。

財務状況の概略
IFC の純利益は、財務状況を変動させる多くの要因からの影響を毎年受けている。そうした要因については「経営成績」
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の項で詳述する。
13 年度の公正価値で評価されるその他非トレーディング金融商品に係る純損益および IDA 拠出金控除前の利益は 928
百万ドルであったが、これに対して 2012 年 6 月 30 日終了年度（以下「12 年度」という。
）は 1,877 百万ドル、2011 年 6
月 30 日終了年度（以下「11 年度」という。）は 2,024 百万ドルであった。
公正価値評価で評価されるその他非トレーディング金融商品に係る純損益および IDA 拠出金控除前の利益が 11 年度か
ら 12 年度、13 年度へと 2 期間連続して減少している主な理由は以下のとおりである。（単位：百万ドル）
。

増（減）
13 年度対 12 年度比較

持分投資に係る実現利益 ······································································

$

(1,079)

貸出金、保証およびその他未収金による損失引当金(繰入)戻入 ·····································

(126)

非トレーディング取引による為替差（損）益 ····················································

(110)

アドバイザリーサービスに係る費用（純額） ····················································

(91)

年金その他退職給付金に係る費用 ······························································

(77)

持分投資に係る未実現利益 ····································································

154

流動資産のトレーディング取引による収益 ······················································

187

持分投資に係る一時的でない減損 ······························································

251

その他（純額） ··············································································

(58)

差引合計 ·················································································

$

(949)

増（減）
12 年度対 11 年度比較

持分投資に係る未実現（損）益 ································································

$

(582)

持分投資に係る一時的でない減損 ······························································

(474)

流動資産のトレーディング取引による収益 ······················································

(216)

持分投資の非貨幣性取引に係る（損）益 ························································

(214)

貸出金、保証およびその他未収金による損失引当金(繰入)戻入 ·····································

(157)

アドバイザリーサービスに係る費用（純額） ····················································

132

非トレーディング取引による為替差（損）益 ····················································

178

持分投資に係る実現利益 ······································································

1,263

その他（純額） ··············································································
差引合計 ····················································································

9

(77)
$

(147)

公正価値で評価されるその他非トレーディング金融商品に係る純利益は、13 年度は 422 百万ドル（12 年度は 219 百万
ドルの純損失、11 年度は 155 百万ドルの純利益）となり、IDA 拠出金控除前の利益は、13 年度は 1,350 百万ドルとなった
（12 年度は 1,658 百万ドル、11 年度は 2,179 百万ドル）。IDA 拠出金は、13 年度は 340 百万ドル（12 年度は 330 百万ドル、
11 年度は 600 百万ドル）となった。非支配会社持分に帰すべき純損失は、13 年度は 8 百万ドル（12 年度および 11 年度はゼ
ロ）であった。その結果、IFC に帰すべき純利益は、13 年度は合計 1,018 百万ドルとなった（12 年度は 1,328 百万ドル、11
年度は 1,579 百万ドル）。2013 年 6 月 30 日終了事業年度までの過去 5 期間の純利益（損失）は以下のとおりである。
（単
位は百万ドル）

(百万ドル)

財務状況の詳細については「経営成績」の項で述べる。
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顧客関連業務
事業の概要
IFC では開発途上国における持続可能な経済発展を促すべく、国際金融市場の資本を動員して途上国の民間セクター向
けに資金を提供するとともに、民間企業および政府に対するアドバイザリーサービスも行っている。
IFC では戦略課題を次の 5 つに絞っている。
 フロンティア市場への注力度を高める
 気候変動の問題および環境・社会の持続可能性の確保に取り組む
 インフラ、健康、教育および食糧サプライチェーンの向上に向けて民間セクターの成長を促す
 各地域に金融市場を育成する
 新興市場における長期的な顧客関係を構築する
すべての新規投資プロジェクトに対して、IFC では持続可能な開発において予測される影響を明確にすること、また、
IFC はプロジェクトが進行するに従って、開発により実現した利益の質的評価を行っている。
IFC の戦略課題は世界銀行グループが取り組む世界的優先課題と一致している。
IFC の事業は投資業務、アドバイザリーサービスおよび資産運用の 3 つからなる。

投資業務
IFC の投資活動は通常、発展途上の加盟国が対象である。設立協定では IFC の投資先は生産的な民間企業であることが
要件となっている。ただし、部分的に公共セクターに所有されている場合でも、当該企業が現地の商法および会社法の下
で設立されており、受入れ国政府のコントロールを受けずに市場ベースの収益性を基準とした運営が行われている、ある
いは部分的または全面的な民営化が予定されている企業であれば適格な投資対象となる。
IFC は顧客にさまざまな金融商品および金融サービスを提供することによって、持続可能な事業の促進、起業の奨励お
よび IFC にしかできない資源動員を行っている。IFC の金融商品は各プロジェクトのニーズに適合するように調整されて
いる。投資商品には、貸出金、持分投資、貿易金融、ローンパーティシペーション、ストラクチャードファイナンス、顧
客向けリスク管理サービス、混合融資などがある。
IFC の投資プロジェクトのサイクルは、次の段階に大別される。
 事業開発
 構想調査
 評価（デューデリジェンス）
 投資審査
 交渉
 公示
 理事会による審査・承認
 契約
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 融資の実行
 プロジェクトの監督および開発の結果を記録
 評価
 クロージング
IFC はプロジェクトの成果、契約義務および IFC の内部方針・手続の遵守状況について慎重に監督、監視を行っている。

投資商品

貸出金 ― IFC は、プロジェクトや企業に対して融資を行っており、その期間は通常 7～12 年である。また、仲介銀行、
リース会社およびその他の貸出業務を行う金融機関に対する融資も行っている。IFC の貸出金は、従来は主要国通貨であ
ったが、借入国通貨による融資商品も増えつつある。

持分投資 ― IFC では民間企業における長期的資本拡大、コーポレートガバナンス、社会的責任の強化を支援するため
の持分投資を行っている。持分投資は株式の直接保有およびプライベート・エクイティファンドを通じて行っている。持
分投資における IFC の持分は通常 5～20％である。また、IFC では持分投資において、優先株への投資、プットオプショ
ンやコールオプション、利益参加型融資、株式転換型融資、ワラント債その他さまざまな金融商品も利用している。

負債証券 ―一般的に、無記名式または記名式で発行する債券、証券化した債務、および発行者が強制償還権を有する
か、または IFC が買取請求権を有する優先株等の投資は、IFC の連結貸借対照表において負債証券として分類している。

貿易およびサプライチェーン金融 ― IFC では、承認済み金融機関の貿易関連支払義務を保証する世界貿易金融プログ
ラム（以下「GTFP」という。）を実施している。これとは別に、途上国における貿易に対して流動性支援を行う世界貿易
流動性プログラム（以下「GTLP」という。）および重要コモディティ金融プログラム（以下「CCFP」という。）を実施して
いる。IFC ではこのほかにも、世界貿易サプライヤー金融、世界倉庫金融プログラム、運転資金およびシステミック・ソ
リューションならびに世界貿易仕組型取引など、数多くの貿易およびサプライチェーン金融関連プログラムを開始してい
る。

ローンパーティシペーション ― IFC のローンパーティシペーション・プログラムは、国際的な商業銀行、新興市場に
おける銀行、諸基金、保険会社、開発金融機関などから開発ニーズのための資本動員を行っている。

ストラクチャードファイナンス ― IFC は、他の方法による融資が難しい顧客に対してはストラクチャード商品や証券
化商品を利用することによって資金調達の多様化、返済期限の延長および特定通貨による資金調達を援助している。こう
した商品には部分信用保証、仕組型の流動性ファシリティ、ポートフォリオリスクの移転、証券化、イスラム金融などが
ある。

顧客向けリスク管理サービス ― IFC は顧客に対し、金利、為替、コモディティ価格のエクスポージャーをヘッジする
デリバティブ商品を提供している。また、途上国の顧客がリスク管理商品を利用できるよう、デリバティブ商品のマーケ
ットメーカーへの取次ぎも行っている。

混合融資 ― IFC では、譲許的融資（主に提携ドナーによる）と IFC の資源とを組み合わせて、一定のプロジェクトに
対する資金援助を行っている。

アドバイザリーサービス
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アドバイザリーサービスは IFC の主要任務であり、その使命を達成するうえでますます重要なツールとなっている。政
府顧客に対しては有効な民間投資環境の創出支援、また民間顧客に対しては能力やノウハウの強化を行うことによって困
難な市場へと手を広げるうえで、アドバイザリーサービスは必要不可欠な役割を担っている。
この IFC のアドバイザリーサービスは次の 4 種類の業務ラインで構成されている。

金融アクセス ― 金融仲介業者と協力し、金融サービスへのアクセスを拡大する。零細・中小企業（以下「SME」とい
う。
）向け金融や小規模・消費者金融に関する助言を行うとともに、金融インフラの利用を有効なものにする。

投資環境 ― 各国政府と協力して、民間セクターが成長・発達に伴い役割を拡大していけるような環境を創出する。事
業規制、税制、投資政策、産業別の投資環境改革などに関して助言を行う。

官民提携 ― 各国政府に対し、インフラ整備やその他の基礎的公共事業における官民提携（PPP）の設計および実施を
支援する。PPP への委託事項の作成・構築に関する助言を行う。

事業の持続可能性 ― 各企業およびそのサプライチェーンに対し、環境、社会およびガバナンスに関する健全な実践方
法や技術の導入促進やそれらに対する投資を触媒することによって競争力を生み出せるよう協力する。

IFC のアドバイザリープロジェクトの約半分は、政府顧客に対して IFC その他に対する投資機会の解放を援助するもの
であり、たとえば各国政府に対し投資環境の改善や PPP の設計および実施を支援するなど、IBRD や国際通貨基金の業務を
補完する形で行う場合もある。アドバイザリープロジェクトの残りの半分は民間セクターの顧客を対象に、望ましい商慣
行に向けて能力を育成したりビジネスケースを実践したりするものである。投資業務とアドバイザリーサービスは同時に
または連続して提供される場合がある。たとえば農業セクターにおける小規模金融、SME バンキング、エネルギー効率化
融資、コーポレートガバナンス、サプライチェーン開発などがその例である。
アドバイザリーサービスは IFC の共通優先事業に十分な貢献を果たしている。IFC では新規市場や困難な市場には、ま
ず初めにアドバイザリーサービスを提供することが多い。各種のアドバイザリーサービスはこれまで常に相互間の整合性
強化に努めてきており、とりわけ紛争・脆弱地域、気候変動、SME、農業関連産業、インフラストラクチャーに係る投資
業務との相乗作用が高まるとともに、その中で性（ジェンダー）の問題が横断的に優先課題となっている。

ASSET MANAGEMENT COMPANY
AMC は IFC の完全子会社である。同社は発展途上市場およびフロンティア市場に第三者資金および IFC の資金を投下し、
IFC の専門知識・技術によって強力な投資収益を達成する。これにより、外部投資家には利益がもたらされ、投資対象国
には発展に向けてのプラスの効果がもたらされる。AMC が運用管理するこうしたファンドの資金提供元には、政府系投資
ファンド、国民年金基金、国際開発機関（多国間および 2 国間）
、政府系開発機関および国際金融機関などがある。AMC
により、途上国の生産的な民間企業のために IFC が動員する資本原資はさらに拡大する。
2013 年 6 月 30 日現在、AMC が運用中のファンドは、
 IFC Capitalization (Equity) Fund, L.P.（以下「エクイティキャピタリゼーションファンド」という。
）
 IFC Capitalization (Subordinated Debt) Fund, L.P.（以下「劣後債キャピタリゼーションファンド」という。）
 IFC African, Latin American and Caribbean Fund, LP （以下「ALAC ファンド」という。
）
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 Africa Capitalization Fund, Ltd.(以下「アフリカキャピタリゼーションファンド」という。)
 IFC Russian Bank Capitalization Fund, LP（以下「ロシア銀行キャップファンド」という。）
 IFC Catalyst Fund, LP および IFC Catalyst Fund (UK), LP（以下、この 2 つのファンドを「カタリストファンド」
と総称する。）
 IFC Global Infrastructure Fund, LP（以下「グローバルインフラストラクチャーファンド」）という。）

の 7 種類で、運用総額は 55 億ドルであった。上記のうち、エクイティキャピタリゼーションファンドおよび劣後債キャ
ピタリゼーションファンドについては「グローバルキャピタリゼーションファンド」と総称している。
グローバルキャピタリゼーションファンドはいずれも 2009 年 6 月 30 日終了年度（09 年度）の創設で、新興市場におけ
る主要銀行を計画的に強化することを支援している。
ALAC ファンドは 2010 年 6 月 30 日終了年度(10 年度)の創設で、サハラ以南アフリカ、中南米、カリブ海諸国における
さまざまなセクターを対象とした持分投資を行っている。
アフリカキャピタリゼーションファンドは 10 年度の創設で、北アフリカおよびサハラ以南アフリカにおける主要商業
銀行に対し計画的に出資していくためのものである。
ロシア銀行キャップファンドは 12 年度の創設で、ロシアにおいて(i)民間で所有され管理されていること、(ii)国が所
有していること、または(iii)国の管理下にあり将来民営化が確実であることのいずれかを満たす、中規模の商業銀行に
対して投資を行うものである。
カタリストファンドは 13 年度の創設で、新興市場における環境・資源効率重視型のプライベート・エクイティファン
ドから投資対象先を選別している。
グローバルインフラストラクチャーファンドは 13 年度の創設で、世界中の新興市場において、インフラストラクチャ
ー部門への持分および持分関連投資を重点的に行っている。

投資プログラム
契約
13 年度の契約合計額は 12 年度の 20,358 百万ドルを 22％上回る 24,853 百万ドルであった。そのうち IFC の契約は合計
18,349 百万ドル（12 年度は 15,462 百万ドル）
、中核資金動員は 6,504 百万ドル（12 年度は 4,896 百万ドル）であった。
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13 年度および 12 年度の契約額および中核資金動員の構成は次のとおりである(単位は百万ドル)。
13 年度

契約合計1 ·················································································
IFC の契約
貸出金 ··················································································
持分投資 ················································································
保証：
GTFP ··················································································
その他 ················································································
顧客リスク管理 ··········································································
IFC の契約合計 ···············································································
中核資金動員
ローンパーティシペーション、パラレルローンおよびその他の資金動員
ローンパーティシペーション ·····························································
パラレルローン·········································································
その他の資金動員·······································································
ローンパーティシペーション、パラレルローンおよびその他資金動員合計·····················
AMC：
エクイティキャピタリゼーションファンド ·················································
劣後債キャピタリゼーションファンド ·····················································
ALAC ファンド ·········································································
アフリカキャピタリゼーションファンド ···················································
ロシア銀行キャップファンド ·····························································
AMC 合計 ·············································································
その他のイニシアティブ
GTLP および CCFP········································································
PPP 資金動員 ···········································································
インフラ危機ファシリティ ·······························································
負債・資産回収プログラム ·······························································
その他のイニシアティブ合計 ······························································
中核資金動員合計 ············································································
中核資金動員比率 ··········································································

12 年度

$ 24,853

$ 20,358

$ 8,520
2,732

$ 6.668
2,282

6,477
482
138
$ 18,349

6,004
398
110
$ 15,462

$ 1,829
1,269
480
$ 3,578

$ 1,764
927
814
$ 3,505

$

$

214
209
210
92
43
768

$ 1,096
942
110
10
$ 2,158
$ 6,504
0.35

$

$

24
215
190
8
－
437

$

850
41
63
―
$
954
$ 4,896
0.32

実行額
13 年度において IFC は、10,012 百万ドル（12 年度は 7,981 百万ドル）を自己勘定により実行しており、その内訳は貸
出金が 6,940 百万ドル（12 年度は 5,651 百万ドル）
、持分投資が 2,549 百万ドル（12 年度は 1,810 百万ドル）―非支配会
社持分 42 百万ドル（12 年度はゼロ）を含む―、負債証券が 523 百万ドル（12 年度は 520 百万ドル）である。

実行済投資ポートフォリオ
2013 年 6 月 30 日現在における実行済投資ポートフォリオ
（非 US GAAP の実績による測定）
は、
合計 33,885 百万ドル（2012
年 6 月 30 日現在は 30,700 百万ドル）であり、その内訳は貸出金ポートフォリオが 22,606 百万ドル（2012 年 6 月 30 日現
在は 21,043 百万ドル）
、持分投資が 9,209 百万ドル（2012 年 6 月 30 日現在は 7,547 百万ドル）
、負債証券ポートフォリオ
が 2,070 百万ドル（2012 年 6 月 30 日現在は 2,110 百万ドル）である。
IFC の実行済投資は、金融市場およびインフラといった、発展効果の高い業種に戦略的に焦点を絞りながら、産業別お

1

負債証券の契約は、その主たる特徴に応じて貸出金または持分投資に分類されている。

15

よび地域別に分散している。
IFC の投資ポートフォリオの簿価の構成は次のとおりである： (i)実行済投資ポートフォリオ、(ii)貸倒引当金、(iii)
未償却の正味繰延ローン取組手数料等、(iv)その他の資産またはデリバティブ資産に別途分類されている関連金融商品と
して計上された実行済金額、(v)連結されている変動持分事業体による持分投資に係る未実現損益、(vi)公正価値評価で
売却可能資産に分類された投資に係る未実現損益、および(vii)投資に係る未実現損益。
下の図は 2013 年 6 月 30 日現在および 2012 年 6 月 30 日現在における実行済投資ポートフォリオの地域別および産業別
分布を示している。

地域別分布

13 年度

12 年度

16

産業別分布

金融・保険
電力
集団投資ビークル
石油・ガス・鉱業
運輸・倉庫
農業・林業
化学品
情報
非金属鉱業製品製造
一般民生用工業製品
食料・飲料
健康・医療
公共事業
建築・不動産
卸・小売業
地金製品
宿泊・観光業
教育
紙・パルプ
繊維・アパレル・皮革
その他

12
年度

13
年度

実行済ローンパーティシペーション
IFC による実行済のローンパーティシペーション残高は 2013 年 6 月 30 日現在で合計 6,621 百万ドルである（2012 年 6
月 30 日現在は 6,463 百万ドル）。
2013 年 6 月 30 日終了年度および 2012 年 6 月 30 日終了年度の投資ポートフォリオに関する追加情報は IFC の 13 年度
連結財務諸表の注記 B、D、E、F、G、H、I を参照のこと。

貸出金
貸出金は主に次のような形をとっている。

期間 ― 通常は期間 7 年から 12 年までの割賦返済であるが、20 年満期のものもある。
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通貨 ― 主要な交換可能通貨が主で、ドルが最も多く、ユーロがこれに続くが、現地通貨建て貸出金ポートフォリオが
増加傾向にある。

金利 ― 通常は変動金利（または固定金利と変動金利へのスワップ）。
プライシング ― 市場環境、カントリーリスク、プロジェクトリスクなどの要素を反映する。
IFC の貸出金は従来から主要通貨で組まれてきた。これは顧客の要請もあるが、IFC としても、主要通貨であれば通貨
スワップや先物為替予約などによるヘッジを経済的に行えるからである。固定利付貸出金やドル以外の通貨による貸出金
は通常、通貨スワップか金利スワップ、またはその両方を用いてドル建ての変動利付貸出金に変換することにより、経済
的にヘッジされている。
貸出金は従来、先進工業国の通貨によるものが一般的であったが、IFC では現地通貨建て商品が増えつつある。IFC は、
現地通貨建貸出金のキャッシュフローをスワップ市場を通じてドル建に変換するヘッジが経済的に行える場合、または現
地の債券市場での資金調達が可能な場合には、通常、現地通貨建商品を他の通貨で提供している。2013 年 6 月 30 日現在
の実行済貸出金残高のうち 2,633 百万ドルはインドルピー、メキシコペソ、中国人民元、フィリピンペソ、ロシアルーブ
ル、南アフリカランド、ブラジルレアル、インドネシアルピア、コロンビアペソ、トルコリラおよびベトナムドンによる
貸出金である（2012 年 6 月 30 日現在は 2,314 百万ドル）
。IFC では他にも、チュニジアディナール、パラグアイグアラニ
ー、ルワンダフラン、ザンビアクワチャなど数多くのフロンティア市場の通貨による貸出しを行っている。
IFC の実行済貸出金総残高は 2013 年 6 月 30 日現在で合計 22,606 百万ドルである（2012 年 6 月 30 日現在は 21,043 百
万ドル）
。2013 年 6 月 30 日現在の IFC 連結貸借対照表における貸出金ポートフォリオの簿価（実行済貸出金残高に IFC
の 13 年度連結財務諸表注記 D の調整額を加えたもの）は、20,831 百万ドルで、2012 年 6 月 30 日現在の 19,496 百万ドル
を 7％上回っている。
2013 年 6 月 30 日現在、貸出金は、実行済投資ポートフォリオの 67％（2012 年 6 月 30 日現在は 68％）を占め、投資ポ
ートフォリオの簿価の 60％（2012 年 6 月 30 日現在は 62％）を占めている。
2013 年 6 月 30 日現在の実行済貸出金ポートフォリオの 74％がドル建てである（2012 年 6 月 30 日現在も 74％）
。
2013 年 6 月 30 日現在および 2012 年 6 月 30 日現在における実行済貸出金ポートフォリオの通貨構成は次のとおりであ
る。

18

通貨構成

ドル
ユーロ
中国人民元
インドルピー
メキシコペソ
フィリピンペソ
ブラジルレアル
南アフリカランド
ロシアルーブル
インドネシアルピア
コロンビアペソ
トルコリラ
その他
12 年度

13 年度

持分投資
IFC の持分投資は一般的に、普通株式または、発行者による強制償還もしくは IFC から発行者に強制的に売り戻すこと
ができない優先株式の形で行い、通常は投資先の国の通貨建てである。
IFC の実行済持分投資ポートフォリオは 2013 年 6 月 30 日現在で合計 9,209 百万ドルで、2012 年 6 月 30 日現在の 7,547
百万ドルから 22％増加している。
IFC の持分投資ポートフォリオの 2013 年 6 月 30 日現在における簿価（実行済持分投資に IFC の 13 年度連結財務諸表注
記 D の調整額を加えたもの）は 11,695 百万ドルで、2012 年 6 月 30 日現在の 9,774 百万ドルから 20％増加している。
IFC の持分投資ポートフォリオ2の公正価値は 2013 年 6 月 30 日現在で 14,654 百万ドルであった（2012 年 6 月 30 日現在
は 12,985 百万ドル）
。
2013 年 6 月 30 日現在、持分投資が IFC の実行済投資ポートフォリオに占める割合は 27％（2012 年 6 月 30 日現在では
25％）、また投資ポートフォリオの簿価に占める割合は 34％（2012 年 6 月 30 日現在は 31％）である。
2

IFC の連結貸借対照表上負債証券に分類される「持分に類似した」証券および持分関連オプションを含む。
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負債証券
負債証券は一般的に、無記名または記名式のボンドおよびノート、証券化された債務証券（たとえば資産担保証券（ABS）、
不動産担保証券（MBS）およびその他の債務担保証券）および、発行者による強制償還または IFC から発行者への強制的
な売り戻しが可能な優先株式の形をとっている。
IFC の実行済負債証券ポートフォリオは 2013 年 6 月 30 日現在で 2,070 百万ドルであった（2012 年 6 月 30 日現在は 2,110
百万ドル）
。
IFC の負債証券ポートフォリオの 2013 年 6 月 30 日現在における簿価（実行済負債証券ポートフォリオ残高に IFC の 13
年度連結財務諸表の注記 D の調整額を加えたもの）
は 2,151 百万ドルであった（2012 年 6 月 30 日現在は 2,168 百万ドル）
。
2013 年 6 月 30 日現在、
負債証券が IFC の実行済投資ポートフォリオに占める割合は 6％（2012 年 6 月 30 日現在は 7％）、
また投資ポートフォリオの簿価に占める割合は 6％であった（2012 年 6 月 30 日現在は 7％）
。

保証

世界貿易金融プログラム
GTFP に係る保証契約高は、13 年度は 6,477 百万ドルである（12 年度は 6,004 百万ドル）。

保証および部分信用保証
IFC は、顧客のボンドまたは貸出金に対する債務をリスク分担により部分的に信用保証することも行っている。保証の
対象は顧客の債券および営業債務で、商業リスクさらに非商業リスクも保証している。現地通貨による保証も行っている
が、保証を履行する際には IFC に対する弁済を、通常ドルで行わねばならないこととなっている。保証料は IFC の貸出金
のプライシング設定と同じ基準である。13 年度に IFC が締結した保証契約は 482 百万ドルであった（12 年度は 398 百万
ドル）。

顧客リスク管理商品
IFC は顧客に対し、金利、為替、コモディティ価格エクスポージャーをヘッジするためのデリバティブ商品を提供して
いる。また、開発途上国の顧客に対しては、デリバティブのマーケットメーカーとの間の仲介をすることによって、顧客
がリスク管理商品の市場への全面的なアクセスが可能となるようにしている。13 年度における顧客リスク管理商品の契約
額は 138 百万ドルである（12 年度は 110 百万ドル）
。

中核資金動員
中核資金動員とは、IFC が直接関与することにより、顧客が IFC 以外の事業体からの資金調達を可能にすることである。
IFC 自体はどのプロジェクトにおいても通常、コストの 25％までという一部のみの資金提供を行うため、IFC の金融プロ
ジェクトにはすべて、他の出資協力者が必要となる。そのため、IFC では、民間セクター向けの資金調達をローンパーテ
ィシペーション、パラレルローン、部分信用保証、証券化、貸出債権売却およびリスク分担ファシリティを通じて、他の
事業体から資金を動員している。IFC は 09 年度に AMC および多くのイニシアティブを、それぞれに正式に承認された中核
資金動員機能を持たせて立ち上げた。IFC の資源動員の定義は、従ってそうしたイニシアティブも評価対象として含める
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ために改訂された。12 年度には、IFC は、中核資金動員の定義を拡大し、IFC が委託された国家、地方自治体その他の統
治機構に対する主要アドバイザーとしての役割により PPP プロジェクトのために利用可能な第三者融資を含めるようにし
た。
中核資金動員の構成要素は以下のとおりである。

ローンパーティシペーション
IFC が民間セクターの資金を動員する直接的な方法として代表的なものは、IFC のローンへの参加権を販売する方法で
ある。IFC ではローンパーティシペーションを通じて、主に商業銀行およびノンバンク系の金融機関とともに 1960 年代の
初めから融資プロジェクトに関わっている。
ローンパーティシペーションでは、IFC はまず自己勘定によるローンを組んだうえで、リスクを参加者に分担する。IFC
はローンの正式な貸手として、ローンパーティシペーションも含むローン全体を管理する。ローンパーティシペーション
の費用は実勢市場金利等で手数料としてローンの借手に請求する。
13 年度のローンパーティシペーション契約高は 1,829 百万ドル（12 年度は 1,764 百万ドル）であった。

パラレルローン
IFC が正式な貸手とはならずに、他の金融機関からの融資を顧客に斡旋することで手数料報酬を受領する方式で組成さ
れたローンは、13 年度において 1,269 百万ドル（12 年度は 927 百万ドル）であった。

その他の資金動員
その他、個別に決定した資金動員は、13 年度においては合計 480 百万ドルであった（12 年度は 814 百万ドル）。
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AMC
2013 年 6 月 30 日現在および 2012 年 6 月 30 日現在の AMC が運用する資金の状況は次のとおりである（別段の表示がな
い限り金額単位は百万ドル）。
エクイティ
キャピタリゼーショ
ンファンド

劣後債
キャピタリゼーション
ファンド

ALAC ファンド

アフリカ
キャピタリゼーション
ファンド

ロシア銀行
キャップファンド

グローバル
カタリスト
インフラストラクチャー
ファンド
ファンド

合計

$1,275

$1,725

$1,000

$182

$550

$282

$500

$5,514

IFC からの資産 ··················

775

225

200

-

250

75

100

1,625

その他の投資家からの資産 ·······

500

1,500

800

182

300

207

400

3,889

2013 年 6 月 30 日現在の資産 ·····

2013 年 6 月 30 日終了年度
投資先へのコミットメント：
IFC からの資金 ··················

332

31

52

－

35

－

－

450

その他の投資家からの資金 ·······

214

209

210

92

43

－

－

768

IFC からの資金 ··················

336

33

63

－

38

1

1

472

その他の投資家からの資金 ·······

217

223

252

94

46

2

3

837

ファンドによる払込 ·············

546

249

297

91

78

－

－

1,261

ファンドによる払込（件数） ·····

7

5

12

4

2

－

－

30

劣後債
キャピタリゼーション
ファンド

ALAC ファンド

投資家からファンドへの払込：

エクイティ
キャピタリゼーショ
ンファンド

アフリカ
キャピタリゼーション
ファンド

ロシア銀行
キャップファンド

グローバル
カタリスト
インフラストラクチャー
ファンド
ファンド

合計

$1,275

$1,725

$1,000

$182

$275

-

-

$4,457

IFC からの資産 ··················

775

225

200

-

125

-

-

1,325

その他の投資家からの資産 ·······

500

1,500

800

182

150

-

-

3,132

IFC からの資金 ··················

36

32

48

－

－

－

－

116

その他の投資家からの資金 ·······

24

215

190

8

－

－

－

437

2012 年 6 月 30 日現在の資産 ·····

2012 年 6 月 30 日終了年度
投資先へのコミットメント：

投資家からファンドへの払込：
IFC からの資金 ··················

62

28

52

－

－

－

－

142

その他の投資家からの資金 ·······

40

186

208

14

－

－

－

448

ファンドによる払込 ·············

97

208

174

11

－

－

－

490

ファンドによる払込（件数） ·····

6

2

8

3

－

－

－
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その他のイニシアティブ
GTLP および CCFP
IFC の 13 年度の中核資金動員のうち 1,096 百万ドルが GTLP および CCFP に係るものである（12 年度は 850 百万ドル）。

インフラ危機ファシリティ
インフラ危機ファシリティはインフラ整備プロジェクトに対する短・中期の資金提供で、負債性資金と資本性資金で構
成される。このイニシアティブには、当事国政府に対する官民提携（PPP）プロジェクトの設計や再設計に関するアドバ
イザリーサービスも含まれている。13 年度の中核資金動員のうちインフラ危機ファシリティに係る部分は 110 百万ドルで
ある（12 年度は 63 百万ドル）
。
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PPP 資金動員
13 年度の資源動員のうち PPP 資金動員に関連するものは 942 百万ドルである。これは、当事国政府、地方自治体その他
の政府機関から主要アドバイザーとしての業務を受託して行う PPP プロジェクト向けに動員した資金のうち非 IFC および
非政府部分である（12 年度は 41 百万ドル）。

中核資金動員比率
中核資金動員比率は次のように定義される。

ローンパーティシペーション ＋ パラレルローン ＋ ローンの売却およびその他の資金動員 ＋
ストラクチャードファイナンスの非 IFC 投資部分で中核資金動員基準を満たすもの ＋
イニシアティブの非 IFC 契約高 ＋

AMC が運用するファンドの非 IFC 投資契約高＋PPP 資金動員

契約高（IFC の投資額 ＋ ストラクチャードファイナンスの IFC 部分 ＋
新規イニシアティブの IFC 契約高＋AMC が運用するファンドの IFC 投資契約高）

IFC による資源動員（ローンパーティシペーション、パラレルローン、その他の資金動員、ストラクチャードファイナ
ンスの非 IFC 部分、イニシアティブの非 IFC 契約、および AMC が運用するファンドの非 IFC 投資契約の形式によるもの）
は、13 年度において約定 1 ドル当たり 0.35 ドル（12 年度は 0.32 ドル）であった。

アドバイザリーサービス
2013 年 6 月 30 日現在、IFC のアドバイザリーサービス・ポートフォリオの資金額合計は 1,037 百万ドルである（2012
年 6 月 30 日現在は 894 百万ドル）
。
アドバイザリーサービス・プログラムの資金は、12 年度の 197 百万ドルから 13 年度は 232 百万ドルへと増加した。こ
れは IDA のほか、脆弱な状況や気候変動といった重点分野への注力を継続した結果であり、13 年度はこれらのいずれの分
野においてもアドバイザリーサービスの規模が拡大した。
アドバイザリーサービス・プログラムの規模は、地域別では、13 年度はサハラ以南アフリカが最大（65 百万ドル）で、
アドバイザリーサービス・プログラム全体の 28％を占めている。東アジアおよび太平洋がこれに次いで大きく（39 百万
ドル、17％）
、これにヨーロッパおよび中央アジア（36 百万ドル、16％）
、南アジア（34 百万ドル、14％）
、その他の諸地
域（58 百万ドル、25％）が続く。業務ライン別では「投資環境」
（75 百万ドル、32％）が最大で、「金融アクセス」（63
百万ドル、27％）、
「持続可能な事業」
（55 百万ドル、24％）
、「官民提携」
（39 百万ドル、17％）の順に続く。
IDA 加盟国においては、13 年度のアドバイザリーサービス・プログラムは 17％増の 142 百万ドルに達し、アドバイザリ
ーサービス・プログラム全体の 65％を占めた。紛争・脆弱地域におけるプログラムは 18％増の 39 百万ドル（アドバイザ
リーサービス・プログラム全体の 18％）であった。気候変動への取組みは 80％近く増加し 53 百万ドル（アドバイザリー
サービス・プログラム全体の 24％）に達した。
プログラムは引き続き好ましい成果を上げており、プロジェクトの開発効果に対する評価は 12 年度の 72％に対し 13
年度は 76％と記録的な成功率を示した。また、顧客満足度も 12 年度の 88％から 13 年度は 90％に達した。
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流動資産
IFC では流動資産ポートフォリオを政府、政府機関、国際機関、優良企業が発行または無条件保証している高格付の固
定利付および変動利付証書に投資しており、ABS や MBS、定期預金、その他の銀行・金融機関の無条件の支払い義務のあ
る証券も含んでいる。これは、投資を多元分散することで有利なリスク・リターン特性を確保するためである。IFC ではこ
れらの投資に伴う市場リスクを、通貨スワップ、金利スワップおよび金融先物を中心としたデリバティブ商品を含む各種
のヘッジ手段によって管理している。IFC の流動資産は内部的に P0～P4、P6 および P7 と名付けた 7 種類のポートフォリ
オに投資されている。ポートフォリオはすべてトレーディングポートフォリオとして会計処理されている。
流動資産ポートフォリオの概要は以下のとおりである。
ポートフォリオ

P0

公正価値
(単位：
10 億ドル)*
$1.7
($0.5)

構成

運用者

投資対象

ベンチマーク
(指標)

短期割引債プログラムの手
取金および投資に係る現金
収入

IFC 財務部

マネーマーケット商品

オーバーナイト米ドルロンドン銀
行間取引取り手レート（LIBID）

P1

$22.5
($21.9)

市場借入資金を投入した、未
実行のローン

IFC 財務部

主にグローバル国債、ABS、
銀行預金および優良企業
債（通常はスワップにより
3 ヶ月物米ドル LIBOR に変
換されるもの）

6 ヶ月 LIBID による連続 6 ヶ月間
毎月 15 日満期の預金に等しく加
重されたカスタム指数（平均有効
期間 3 ヶ月）**

P2

$4.4
($5.6)

主として IFC の払込済資本
金および利益剰余金で、まだ
持分投資や準持分投資に使
われていない部分

IFC 財務部

米国債、ABS およびその他
の政府およびエージェン
シー債、

リーマンブラザース 1～3 年物米
国債インデックス***

P3

$0.9
($0.9)

P1 のアウトソーシング分

IFC が指名した
外部の運用者

グローバル国債、その他優
良企業債および MBS

P1 に同じ

P4

$0.8
($0.8)

P2 のアウトソーシング分

IFC が指名した
外部の運用者

グローバル国債、その他優
良企業債および MBS

P2 に同じ

P6

$0.9
($0.7)

実行前に現地通貨で調達

IFC 財務部

南アフリカランド、トルコ
リラ、ポーランドズロチ、
ロシアルーブル、メキシコ
ペソおよびブラジルレア
ル建の短期マネーマーケ
ット商品

現地の銀行間取引金利指標

合計

$31.2
($30.4)

____________
*

2013 年 6 月 30 日現在（2012 年 6 月 30 日現在）

** P1 および P3 のベンチマークの正味存続期間は約 0.25 年
*** P2 および P4 のベンチマークの正味存続期間は 1.9 年

ポートフォリオ P7 は、10 年度に組成されたもので、13 年度以前はユーロ建て変動金利借入によるユーロ投資収益のス
ワップ後の手取金を含んでいた。13 年度には IFC がナイジェリアナイラ建て借入金の一部を投資。2013 年 6 月 30 日現在
は 31 百万ドルであった。
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IFC では流動資産ポートフォリオを運用するうえで、一定のリスクパラメーター範囲内のベンチマークを参照すること
でポートフォリオベースの投資を行うという柔軟な方法をとっている。このポートフォリオ単位の運用戦略の実施におい
ては、先物やオプションなどのデリバティブ商品を利用し、さまざまな業種や国でのポジションを取っている。
流動資産の運用はすべて理事会が認めた投資権限に基づき、IFC のコーポレートリスク委員会（IFC マネジメントチー
ムの小委員会）による流動資産投資指針に従って行われている。
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資金調達原資
2013 年 6 月 30 日現在および 2012 年 6 月 30 日現在における IFC の資金調達状況（借入金、資本金、利益剰余金）は下
図のとおりである。

借入金
IFC の借入金は大部分が国際資本市場からのものである。設立協定上、加盟国および借入通貨の加盟国の承認を得た場
合にのみ、IFC はその加盟国の一般市場から借入を行えることになっている。IFC の 13 年度中の借入額（借入に係るデリ
バティブ効果を考慮後）は 128 億ドルであった（12 年度は 119 億ドル、11 年度は 103 億ドル）
。なお、IFC の借入の流動
性を高めるための発行済み債券の買戻しおよび償還について、理事会で承認されたことにより、13 年度には未償還債券 4
億ドル分の買戻しおよび回収を行い（12 年度は 6 億ドル、11 年度は 3 億ドル）
、13 年度に 11 百万ドルの買戻差益が発生
した（12 年度は 19 百万ドル、11 年度は 10 百万ドル）
。
IFC は借入れの通貨、国、資金源、返済期間などを分散することによって、柔軟性とコスト効率を確保している。また、
IFC は加盟国が国外の債券発行者を受け入れる新市場を創設するうえで啓発的な役割を担っている。13 年度には 14 種類
の通貨を 1 年から 30 年の返済期間で借り入れている。市場借入金の未返済分の残存期間は 1 年未満から 30 年近いものま
であるが、2013 年 6 月 30 日現在における契約上の残存期間を加重平均すると 4.1 年になる（2012 年 6 月 30 日現在では
5.5 年）
。IFC の借入の一部については、繰上償還条項の存在により実際の満期が契約上の満期と異なる場合もある。
市場からの借入金は通常、スワップによりドル建ての変動金利債務に変換される。2013 年 6 月 30 日現在、借入金関連
の通貨スワップ 187 億ドル（2012 年 6 月 30 日現在では 183 億ドル）および想定元本 378 億ドル（2012 年 6 月 30 日現在
では 352 億ドル）の金利スワップによる債務総額を有していた。これらのデリバティブ効果を考慮すると、2013 年 6 月
30 日現在では市場からの借入金の 99％が変動金利によるドル通貨建てとなっている（2012 年 6 月 30 日現在も 99％）
。
国内資本市場の発展を援助するという IFC の指命は結果的に現地通貨建ての資金調達につながる。2013 年 6 月 30 日現
在、ドル建て以外の市場借入残高 5 億ドルは CFA フラン、中国人民元、ドミニカペソ、ナイジェリアナイラおよびロシア
ルーブルによるものであり、その手取金は現地通貨建て投資、顧客への貸付および／または一部をドルとのスワップに使
用された。
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2013 年 6 月 30 日現在、市場借入の加重平均コストは通貨および金利スワップ取引後で 0.4％であった（2012 年 6 月 30
日現在は 0.7％）。
IFC では、13 年度以前は特定の貿易金融やサプライチェーン・イニシアティブの追加資金調達や流動性管理ツールとし
て米ドル建て短期割引債プログラムを利用していたが、13 年度の初めに中国人民元(CNY)建て短期割引債プログラムを立
ち上げ、それによって米ドル建てプログラムを補完するとともに、CNY 圏における民間企業が現地通貨建て短期融資をよ
り多く利用できるようにした。この割引債プログラムはオーバーナイト物から一年物までさまざまな満期をそろえている。
2013 年 6 月 30 日現在、短期割引債プログラムの発行済債券額は米ドル建てが 11 億ドル（2012 年 6 月 30 日現在は 14 億
ドル）、CNY 建てが 2 億ドル（2012 年 6 月 30 日現在はゼロ）である。

資本金および利益剰余金
2013 年 6 月 30 日現在、IFC の授権資本は 25.8 億ドル（2012 年 6 月 30 日現在も 25.8 億ドル）であり、そのうちの引受
済および払込済額は 2013 年 6 月 30 日現在において 24 億ドルである（2012 年 6 月 30 日現在は 23.7 億ドル）。
2013 年 6 月 30 日現在、連結貸借対照表に計上されている IFC の資本合計額は、2012 年 6 月 30 日現在の 205.8 億ドル
を上回る 222.8 億ドルであり、その内訳は払込資本金 24 億ドル（2012 年 6 月 30 日現在は 23.7 億ドル）、利益剰余金 187.1
億ドル（2012 年 6 月 30 日現在は 177 億ドル）、その他包括利益累計額（AOCI）が 11.2 億ドル（2012 年 6 月 30 日現在は
5.1 億ドル）である。
非支配会社持分は 2013 年 6 月 30 日現在で 0.5 億ドルである（2012 年 6 月 30 日現在はゼロ）。

選択的増資（SCI）
2010 年 7 月 20 日、理事会は、総務会に対して 200 百万ドルの株式発行（このうち 70 百万ドルを未割当てとする。
）を
通じて IFC の授権資本を 130 百万ドルから 2,580 百万ドルに増額することを提案した。また、理事会は総務会に対して開
発途上国・経済移行国（以下「DTCs」という。）の発言力および関与を高めることを目的とした基礎票の増加の承認およ
び、これに従った IFC の設立協定の改訂を提案した。
理事会による上記の提案は 2012 年 3 月 9 日に総務会の承認を得た。それを受けて、設立協定書の改訂と授権資本の増
額が 2012 年 6 月 27 日付で実施され、同日付で、適格加盟国はそれぞれに割り当てられた IFC 株の引受を承認された。株
式引受期間は 2014 年 6 月 27 日までで、引受株式の払込は 2015 年 6 月 27 日までとなっている。SCI に係る IFC 株の引受
は、13 年度は 31 百万ドルであった。

特定目的のために指定された利益剰余金
IFC は 2004 年 6 月 30 日終了年度（以下「04 年度」という。）より、アドバイザリーサービスの支援を拡大するために
特定目的のために指定された利益剰余金を設定した。これに続いて、成果基準助成金（以下「PBG」という。
）（2005 年 6
月 30 日終了年度。以下「05 年度」という。）
、IDA 拠出金（2006 年 6 月 30 日終了年度。以下「06 年度」という。）
、世界
的公共設備プロジェクト開発基金（08 年度）、および IDA 加盟国のための IFC SME（中小企業）ベンチャー支援（08 年度）
のための特定目的のために指定された利益剰余金が設定された。利益剰余金の金額および目的の指定は、理事会が承認し
た基本方針に基づいて行われる。この方針は、毎年 IFC の資金力を評価するため、および利益剰余金の指定の上限額を決
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定するために適用される。
特別目的のために指定可能な金額は、理事会が承認した利益基準による算式、および 08 年度からは、基本方針に基づ
いて理事会が承認した財務配分方針に従って決定され、IFC 理事会に承認されている。
利益剰余金のアドバイザリーサービスへの指定には理事会の承認が、また、IDA 拠出金への指定には総務会の了承が必
要である。
承認済のさまざまな目的のために指定された支出は、発生年度の IFC の連結損益計算書に費用として計上され、その影
響として特定目的のために指定された利益剰余金が減算される。

12 年度利益剰余金の特別目的指定
2012 年 8 月 9 日、理事会は IFC の利益剰余金から IDA への拠出金 340 百万ドル、およびアドバイザリーサービスへの
80 百万ドルの指定を承認した。これらの指定は 2012 年 10 月 12 日に総務会の了承を経て正式決定された。
IFC は IDA との間に、前項に述べた資金移転および資金使途に関する拠出金契約を締結し、2013 年 1 月 15 日付で IDA
拠出金 340 百万ドルを支出した。アドバイザリーサービスの支出および他の特定目的のために指定された利益剰余金につ
いては総額 124 百万ドルを支出した（12 年度は 82 百万ドル）
。
2013 年 6 月 30 日現在、利益剰余金の内訳は未指定分が 18,435 百万ドル（2012 年 6 月 30 日現在は 17,373 百万ドル、
2011 年 6 月 30 日現在は 16,032 百万ドル）
、アドバイザリーサービス向けに指定済の部分が 199 百万ドル（2012 年 6 月 30
日現在は 219 百万ドル、2011 年 6 月 30 日現在は 217 百万ドル）、PBG（成果基準助成金）向けに指定済の部分が 31 百万ド
ル（2012 年 6 月 30 日現在は 41 百万ドル、2011 年 6 月 30 日現在は 54 百万ドル）、世界的公共設備プロジェクト開発基金
向けに指定済の部分が 20 百万ドル（2012 年 6 月 30 日現在および 2011 年 6 月 30 日現在は 30 百万ドル）、IDA 加盟国のた
めの IFC SME ベンチャー支援向けに指定済の部分が 28 百万ドル（2012 年 6 月 30 日現在は 32 百万ドル、2011 年 6 月 30
日現在は 34 百万ドル）であった。

13 年度利益剰余金の特別目的指定
特別目的指定の対象となる 13 年度の収入（GAAP に拠らない測定指標による）3は総額 1,060 百万ドルであった。最大指
定可能金額は、理事会承認済の指定方針に基づき 251 百万ドルであった。2013 年 8 月 7 日に理事会は、251 百万ドルを IDA
拠出金に指定することを承認した。この指定は総務会の了承を経て 14 年度に正式決定される予定である。

展開可能戦略資本
IFC の展開可能戦略資本の比率は 2012 年 6 月 30 日現在の 9.3％から 2013 年 6 月 30 日現在の 8.4％へと減少した。これ
は投資先への投資契約額と実行額の増加が、13 年度の実現利益および 2012 年 6 月 30 日から 2013 年 6 月 30 日現在にかけ
ての年金プランの正味積立て不足の減少によって一部相殺された結果である。

3

一般に、特別目的指定の対象となる収入は、純利益（投資に係る未実現損益およびその他非トレーディング金融商品に係る未実現損
益、連結した VIE に係る利益ならびに前年の特別目的指定に関連する純利益に反映された費用を除く。
）をいう。
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エンタープライズリスク管理
持続可能な民間セクター開発業務を遂行していくうえで IFC は種類もタイプもさまざまなリスクを負っている。これら
のリスクを積極的に管理していくことは IFC が財務上の安定を維持し開発効果を達成するうえできわめて重要である。
IFC は包括的なエンタープライズリスク管理の枠組みを定め、それに従ってリスクの特定、測定、監視、分析および制
御を継続的に行っている。エンタープライズリスク管理の枠組みは複数の要素が多元的に関連し合う構造になっている。
 IFC の基本指針に基づき、理事会、監査委員会、執行副総裁兼長官およびマネジメントチームによる監督の下、 IFC
の全事業にわたって積極的なリスク管理が実施されている。
 リスク選好については、エクスポージャーの限度額、方針および手続を定義したうえで実施されている。限度額や方
針、手続など規定事項の遵守状況については、リスク管理およびポートフォリオ担当副総裁が独立監督組織とともに
監視する。
 リスク統制についてはマネジメントチームの小委員会であるコーポレートリスク委員会が担当し、全リスク政策の見
直しや承認およびリスク基準の設定を行い、企業レベルでのリスク管理についてさまざまな角度からの報告を定期的
に受領している。
 IFC はまた、世界銀行グループの一員として、グループ間で定期的にリスク管理分野での連携を行っている。

重要なリスク管理原則
IFC の包括的リスク管理の枠組の指針となる重要方針は以下のとおりである。
 開発効果、リスクおよび報酬を効果的にバランスさせること。
 事業の決断は常にリスクを理解したうえで行うこと。
 IFC の評価を損なう可能性のある活動の選択は最大限慎重に行うこと。
 リスク管理に対し公社全体を横断して責任を分担すること。

リスクプロファイル
大筋として IFC のリスク管理の目的は、IFC の健全な財務状態および評判を保つことにある。財務状態の健全性に対し
て何よりも影響を及ぼすのは、展開可能戦略資本の水準、IFC の資金調達コスト、および流動資産ポートフォリオの流動
性である。IFC の評判を保持するうえで重要なのは、進化を続ける外部ビジネス環境に常に適応していく能力、事業提携
先や顧客の誠実性およびコーポレートガバナンス、ならびに IFC が関与するプロジェクトの環境および社会への影響であ
る。IFC のリスク負担能力は、主としてその資本基盤に制約される。

リスク選好
IFC のリスク選好とは、IFC が事業目的のために負担できるリスクの種類である。リスク許容度とは、IFC が事業活動の
中で受容可能と考える各種リスクの金額である。IFC ではリスク選好およびリスク許容度に関して、リスク限度額、方針、
手続および指示を定めている。また、定期的にリスクプロファイルの測定、監視、評価を実施し、リスクが個別にも総体
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的にも、経営幹部の容認範囲内にとどまっていることを確認している。

リスクガバナンス
IFC では、理事会および委員会がリスク監視の最高権限を有し、総合的なリスク許容度の監視に当たっている。リスク
は IFC の経営委員会および上級経営陣により集中的に管理されており、IFC のマネジメントチームは、執行副総裁兼長官
の指示の下で日常業務に関する既存リスク・潜在リスクの監視および管理を担当している。リスク管理およびポートフォ
リオ担当副総裁が財務リスクおよびオペレーショナルリスクを、ビジネスアドバイザリーサービス担当副総裁が IFC の各
プロジェクト固有の環境・社会・コーポレートガバナンス関連諸問題を、副総裁兼法務担当が法律問題をそれぞれ担当し
ている。戦略リスクおよびステークホルダーリスクの管理についてはマネジメントチームが共同で分担している。
独立評価グループは、事業の計画と実際の成果との整合性を査定し、コンプライアンス・アドバイザー／オンブズマン
は、IFC と利害関係者との意思疎通の確保に努めている。また、世界銀行グループの内部監査担当副総裁室が内部統制お
よびガバナンスを監視し、世界銀行グループのインテグリティ担当副総裁室が業務の誠実性を監視するとともに不正・汚
職の申立ての調査に当たる。

財務および評判への影響の管理
不十分なリスク管理は財務損失や IFC の評判への悪影響を招く。ステークホルダーや一般社会による IFC に対する否定
的な認識は IFC が事業を効果的に遂行する能力を低下させかねず、IFC にとって深刻な懸念である。
リスク管理部門による綿密な監視や経営幹部による監督など、多様な方策がリスクの軽減に実効を上げている。
13 年度においては、評判への影響に関する広報活動はコーポレートリレーション部が担当し、戦略的および危機対応に
関するアドバイスを通じて、公社レベルおよびプロジェクトレベルの両方における評判による潜在的および実際の影響の
管理を投資サイクル全般にわたって行っている。このチームはまた、内部・外部の情報交換、広報業務、ブランドマーケ
ティングも担当しており、公社の全部署と協力して効果的なコミュニケーション戦略の策定および実施の支援に当たって
いる。

13 年度のエンタープライズリスクに関する特記事項
13 年度における重要な変化の概要は以下のとおりである。
 IFC 財務活動における経済資本の測定方法につき、現行の枠組を改め、より包括的な方法を組み入れた。
 公社全体に及ぶストレステストのプロセスおよび方法の改善と公式化に向けた作業部会を創設した。
 オペレーショナルリスクの積極的管理を支援するために、リスクおよび統制の自己判断の適用を全部門に拡大した。
 インテグリティ・デューディリジェンスについて、一貫性の確保、説明責任の強化、意思決定の効率化に向けた改良
策を考案した。
 IFC の分散型ビジネスモデルの実施と経営幹部によるリスク監視を行うべく、サハラ以南アフリカに同地域のチー
フ・リスクオフィサーを新設した。
 IFC の債権処理やオペレーショナルリスク管理について、業界のベストプラクティスに照らして評価を行った。
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戦略リスク
IFC では戦略リスクとは、IFC がその戦略目標を達成できなかった場合の IFC への評価や財務その他に対する影響であ
る、と定義づけられているが、具体的には、
「加盟国の生産的な民間企業の成長を促進」することにより経済発展を助成
するという目的、および「人は貧困から脱却し生活の向上を図る機会を得るべきである」というビジョンが達成されなか
った場合のリスクである。
IFC の戦略リスクを管理するための枠組の一環として、次のような指針および方針が定められている。
 各プロジェクトの戦略的適合性に関する事前評価
 IFC の運営指針（仲介者としての役割、ビジネスパートナーシップ、追加性）
 環境および社会政策
 IFC による制裁措置
戦略リスクの総合的な管理は、IFC の年間戦略を考案し、確定し、実施していくことで達成される。年間戦略は上級経
営陣が策定し、理事会が承認する。戦略の遂行については、(i)公社レベルおよび部門レベルのスコアカード、(ii)連な
った目標、(iii)四半期経営総合報告書などさまざまなプロセスを通じて監視を行い、また、独立評価グループが継続的
に事後評価を行う。
IFC の開発使命の遂行において顧客に提供する商品およびサービスの内容または範囲によっては、通常活動においてオ
ペレーショナルまたはビジネス上の利害対立が発生する場合がある。そうした利害対立が慎重に処理されない場合には
IFC の評判または顧客関係その他に悪影響が生じかねない。IFC は、オペレーショナルまたはビジネス上の利害対立を適
切に処理するために（i）利害対立がいつ、どのように発生するかを特定し、
（ii）特定された利害対立の具体的状況に合
わせた緩和策を指示するプロセスを実施した。
IFC の持続可能性フレームワークは持続可能な発展に対する公社の戦略的取組みを明確にするものであり、IFC のリス
ク管理上不可欠な構成要素である。持続可能性フレームワークは、環境と社会の持続可能性に関する IFC の政策およびパ
フォーマンス・スタンダード、ならびに IFC の情報公開政策より構成されている。
 環境と社会の持続可能性に関する IFC の政策とは、環境と社会の持続可能性に対する IFC のコミットメント、役割お
よび責任を詳述したものである。
 パフォーマンス・スタンダードは、顧客が持続可能な事業活動を行えるようにするための一助として意図されたもの
で、プロジェクトレベルの活動に関わるステークホルダーの関与や顧客の情報開示義務を通じた継続的なリスクの特
定および管理についても述べている。
 IFC の情報公開政策とは、透明性と良好なガバナンスの確保に向けた IFC のコミットメントを反映したもので、IFC
が機関として果たすべき開示義務について概説している。
IFC では、公社の事業活動が開発目標の達成に向けて集中できるよう、他の戦略、政策およびイニシアティブとともに
この持続可能性フレームワークを用いている。プロジェクトチームはすべて、標準指標を用いて予測開発成果および期限
目標を記録することになっている。これらの指標は追跡され、プロジェクト期間を通じてその実績が年次で評価される。

IFC の運営指針

仲介者としての役割：IFC は、何よりもまず、発展途上加盟国の民間セクターに対する生産的投資の仲介となることを
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目指し、そのために国内外の官民両セクターの投資家から資金を動員する。

ビジネスパートナーシップ：IFC は民間セクターのビジネスパートナーとして機能している。したがって、IFC は民間
金融機関と同様の商業リスクを担い、市場原則の下でその資金を投資する。

追加性：IFC は、他の投資家が提供する、または取引にもちこむことが出来ないような特別な貢献が可能な場合に限っ
て投資に参加する。

制裁措置
IFC は 2007 年 6 月 30 日終了年度に、IFC のプロジェクトに参加する当事者が汚職、不正、談合、強要、妨害等の行為
を行った場合の一連の制裁措置を制定した。2010 年 4 月、世界銀行グループは他の多国間開発銀行（以下「MDB」という。）
との間に協定を締結し、ある MDB が何らかの不当行為を理由に取引から除外した企業は、他の MDB も同様の不当行為を理
由に除外できる旨を取り決めた。このように不正や汚職への対抗重視策を強めてはいるが、一方、注意義務や良好なコー
ポレートガバナンスへの努力など、IFC の職員、顧客、プロジェクトに対する高い期待は従来と変わらない。

13 年度の戦略リスクに関する特記事項
IFC の開発目標（以下「IDG」という。
）とは、IFC の諸プロジェクトがそれぞれの存続期間内に達成、到達すべき目標
や産出すべき有形の開発成果のことである。12 年度には IDG2（健康と教育）および IDG3（金融サービス）の 2 つの目標
のテスト段階が終了した。13 年度はこれらを実行段階に移し、IFC の業績評価および管理の対象に本格的に組み入れた。

財務リスク
財務リスク管理とは、公社全体のリスク選好に沿って、かつそのリスク許容度の範囲内に収まるように計算した上でリ
スクを負担することである。したがって、IFC の財務リスク管理は、まずリスク選好を定義することから始まる。リスク
選好とは、公社が戦略目標追求のために負担できるリスクの種類を特定することである。この定義づけに次いで、戦略、
資本調達計画、目標設定、リスクの監視および管理といった企業リスク管理フレームワークについての定義がなされる。
IFC のリスク選好は、財務リスクに関する限り、従来から上級経営陣および理事会が、3 年の期間を見越した AAA 格付
の維持を念頭に定義付けを行っている。定義されたリスク選好とリスク許容度とを整合させるために、IFC は経済資本の
枠組みを用いて AAA 格付けの維持に必要な資本需要を測定する。その上で IFC のリスク選好を限度、方針、手続および指
針に落とし込むことによって、IFC の財務リスクが許容限度内に収まるようにしている。
IFC がリスク選好を設定する際に重要なことは、資本の有効利用には必ず内部留保とのバランスを考慮しなければなら
ないということである。展開されていない超過資本は、財務への貢献は乏しく、開発への貢献は皆無であるが、一方で、
ある程度の資本の内部留保は IFC の財務体質を健全に保ち、将来の危機への備えとなる。

重要な財務方針およびガイドライン
IFC には、次のとおり理事会に承認された多くの重要な財務方針およびガイドラインが存在する。
 最低流動性（流動資産および IBRD からの契約済み未引出借入金）は常に、翌 3 年間の資金需要予測の少なくとも 45％
をカバーするものでなくてはならない。

32

 貸出金のための資金調達は、金利基準および通貨の特徴が類似の負債によるものでなくてはならず、固定金利貸出金
については、理事会が承認した資産・負債のミスマッチを含む新商品を除き、期間も同じでなければならない。
 IFC は外部調達資金からなる流動性の最低水準を、次の 3 つの合計額の少なくとも 65％をカバーするレベルで維持す
る。(i)契約済み未実行無担保優先貸付の 100％、(ⅱ) 約定済み保証の 30％、(ⅲ) 約定済み顧客リスク管理商品の
30％。
 IFC が維持を求められる総資源の最低水準（払込資本金、損失引当金総額、特定目的のために指定された剰余金控除
後の利益剰余金など）は、AAA 格付の維持と一致するレベルで見積られた、すべてのオンバランス、オフバランスの
エクスポージャー総額と同額である。

信用リスク
IFC では信用リスクを、IFC に対して金銭、証券その他の債務を負担している第三者がその義務を履行出来ないリスク
と定義している。こうした債務不履行の理由には破産、流動性の欠如、経営破綻その他による返済不能が考えられる。主
に IFC の貸出金ポートフォリオの信用リスクならびに流動資産ポートフォリオおよび借入金ポートフォリオにおけるカウ
ンターパーティーリスクの管理は、方針、手続、および信用リスク管理ツールより構成されている。
信用リスク管理は投資の開始時点に始まり、返済または売却の完了をもって終了する。信用リスク管理は、信用リスク
および公社を横断する信用リスクドライバーの包括的見解を提供するポートフォリオマネジメントおよびリスクモデリ
ング活動が含まれている。開発途上国における新興市場の顧客に対する IFC の信用リスクエクスポージャーに関しては、
投資部門が入手した情報が投資の主な承認段階で分析され、引受けた取引の信用リスクについて信用リスク格付を含む独
立レビューが行われる。信用リスク格付は、投資規模、商品の種類とともにリスクの階層化を行う上での重要なインプッ
トであり、これによって取引の決裁権限者をどのレベルにするかが決まる。契約後は、運用方針および手続に規定された
指針および手続に従って IFC の投資ポートフォリオの状態を監視する。ポートフォリオに関する信用リスクの日常的な監
視および管理は当該投資部門の責任において行われる。
信用リスクには集中リスクも含まれる。これは、共通のリスク要因の一つにエクスポージャーが集中し、極度の貸倒れ
損失が発生するリスクである。IFC ではさまざまなオペレーショナルおよびプルーデンショナル規制を設けて集中リスク
を管理している。具体的には、単一プロジェクトまたはクライアントへのエクスポージャー、単一国へのエクスポージャ
ー、特定セグメントへの集中などが含まれている。同様に、財務運用を含む与信方針およびガイドラインが定められてお
り、これらはコーポレートリスク委員会の年次レビューおよび承認を得ることになっている。
IFC の投資ポートフォリオすべてにわたる信用リスクについては、リスク発生の事前検出やサブ・ポートフォリオを中
心としたストレステストを実施するなどによる監視および管理を行っている。
リスクにさらされている減損貸出金および投資には、迅速な対応が不可欠である。早期の対応は、プロジェクトが困難
に陥った際に回復するための重要な要素である。IFC では、高度な対応および再構築を要するポートフォリオプロジェク
トに注力している。IFC では早期の対応を可能にするために、こうしたプロジェクトにおける経験の豊富な問題解決の専
門家で構成されている特殊業務部から、熟練専門家を擁して法務部と緊密な連携を取ることによって迅速に対応している。
貸出金の信用リスクに関しては、債務不履行の確率、債務不履行時の損失、および信用供与額について定量化する。こ
れらのリスク要因は、適正資本、資本配分、内部リスク管理を目的としたリスクベース経済資本の決定に用いられるほか、
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一般貸倒引当金および与信限度額の設定に用いられる。
トレジャリーカウンターパーティーの信用リスク管理は、金融取引のカウンターパーティーが契約義務の履行を怠った
場合の潜在的損失を軽減するために行うものである。
カウンターパーティーの一般適格基準は IFC 理事会が承認した「資産・負債管理およびデリバティブ商品許可書」およ
び「流動資産管理一般投資許可書」に規定されている。IFC のカウンターパーティーには保守的な適格基準を適用してお
り、大部分は、国際的な大手信用格付機関により高格付されている銀行および金融機関に限定されている。
トレジャリーカウンターパーティーの適格基準および限度額は「流動資産投資指示書」で規定されている。
以下はコーポレートリスク委員会により承認された IFC の主要方針およびガイドラインである。
投資業務
 IFC の自己勘定によるファイナンスは基本的にプロジェクトコストの 25％を超えてはならない。
 一国に対する総エクスポージャーは、当該国への投資ポートフォリオに要する経済資本の額に基づくものとする。エ
クスポージャーの限度額は各国の経済規模およびリスクスコアに応じて設定する。同一国内においても、特定のセク
ターへのエクスポージャーについてはサブリミットが適用される。
 ある国における表向きの貸主（lender of record）としてのエクスポージャーは、当該国の長期対外債務の総額の所
定の割合を超えてはならない。特定の国については低めのトリガーレベルを設定する。
 単一の債務者または複数グループの債務者へのエクスポージャーは、債務者の危険度に応じて定められた経済資本限
度額および名目限度額を超えてはならない。
 現地通貨で代位弁済する保証契約上の IFC のエクスポージャーは、IFC の財務部が契約時点に決定した通貨および金
利リスクをヘッジする適切な商品が存在しない通貨について 300 百万ドルまでとする。この制限には個別の通貨用に
100 百万ドルのサブリミットも設けられている。
財務運用
 カウンターパーティーには保守的な適格基準が適用される。現在デリバティブのカウンターパーティーは、国際的な
大手信用格付機関による信用格付（値洗い約定有り）の高い銀行および金融機関に限定している。IFC は従来、スワ
ップのカウンターパーティーを格付がトップクラスの国際銀行に限定していたが、最近は、現地通貨による貸出金の
資金調達に限り、スワップのカウンターパーティーとしての適格範囲を中央銀行および優良な現地銀行まで拡大して
いる。
 個別の相手に対するエクスポージャーは集中限度額の対象となる。デリバティブについて予想される総エクスポージ
ャーは、再調達価額にて測定される。金融機関ごとの制限は、IFC のデリバティブ・ポートフォリオ総額の増減、ま
たは必要に応じて、相手の企業ファンダメンタルズや信用状態の変化に応じて最低でも四半期ごとに更新される。
 エクスポージャーを制限するため、IFC は、値洗い後のネット・エクスポージャーが所定の限度額（カウンターパー
ティーの信用格付が低下すると設定額も低くなる）を超えたときにカウンターパーティーが担保を差し出す旨の担保
契約をカウンターパーティーと締結する。また、格付の低いカウンターパーティーに対しては、担保控除後のエクス
ポージャーの 30％を超えるエクスポージャーを保有しないことを求めている。
 カウンターパーティーの格付が取引期間中に引き下げられる可能性があるため、契約には、カウンターパーティーの
格付が投資適格以下となった場合、またはその他の期限前解約事由が生じた場合には、IFC がすべてのスワップを任
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意に終了させることができるオプションを規定しておく。
 取引所取引証券の場合は、承認済みの取引所、契約およびディーラーに取引に制限すること、ならびに各契約におけ
る公社のポジションに制限を課すことにより、IFC の信用リスクを限定しておく。

13 年度の信用リスクに関する特記事項

投資業務
総合的なリスク格付による IFC の貸出金ポートフォリオの品質は、2012 年 6 月 30 日から 2013 年 6 月 30 日までの期間
ほとんど変化がなかった。
IFC では回収可能性に不安がある場合や、利息または元本の支払い遅延が 60 日を超過する場合には、近い将来に回収の
見込みのある場合を除いて、貸出金に係る収益を認識しない。
貸出金ポートフォリオのパフォーマンスを測る主な指標は、実行済貸出金ポートフォリオ4に対する不良債権の割合であ
るが、この割合は 2013 年 6 月 30 日現在 5.6％であった（2012 年 6 月 30 日現在は 4.1％）。不良債権の元本残高は 2013
年 6 月 30 日現在 1,272 百万ドルであり、2012 年 6 月 30 日現在の 859 百万ドルと比較して 413 百万ドル（48％）増加して
いる。実行済貸出金ポートフォリオに対する不良債権の割合が増加した原因としては、元本残高が 1 件 45 百万ドルを超
える貸出金 7 件の合計額が、元本残高 45 百万ドルの貸出金 1 件の償却により一部相殺した後も 423 百万ドルあったこと
が大きい。
2013 年 6 月 30 日現在の貸倒引当金総額は 1,628 百万ドルに増加した（2012 年 6 月 30 日現在は 1,381 百万ドル）。これ
は実行済貸出金ポートフォリオの 7.2％に相当する（2012 年 6 月 30 日現在は 6.6％）
。
下図は不良債権の過去 5 年間の推移である。
実行済融資に対する％

金額（百万ドル）
(百万ドル)

(%)

保証ポートフォリオは、IFC の貸出金ポートフォリオと同様に固有リスクおよびシステマティックリスクにさらされて
おり、保証ポートフォリオに固有の潜在的損失は損失引当金でカバーされる必要がある。損失引当金は、2013 年 6 月 30
日現在、年度末時点のポートフォリオ残高ベースで 2012 年 6 月 30 日現在の 21 百万ドルから減額し、17 百万ドルであり、
4

「貸出金に類似した」負債証券を除く。
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IFC 連結貸借対照表の未払金およびその他負債に計上されている。13 年度連結損益計算書における損失引当金戻入額 4 百
万ドルは保証によるものであった（12 年度の損失引当金戻入額は 3 百万ドル）
。

財務運用
IFC の財務運用におけるカウンターパーティーの信用リスクは、厳格な適格基準とそれに伴う与信限度額によって日常
的に管理している。財務運用のカウンターパーティーについても、業種別および地域別多様化が十分に保たれている。上
述の「重要な財務方針およびガイドライン」に従い、IFC は 2013 年 6 月 30 日現在で 1,274 百万ドルの担保を保有してい
る（2012 年 6 月 30 日現在では 3,570 百万ドル）
。

市場リスク
IFC の市場リスクに対するエクスポージャーは、公社のマッチドファンディング方針を遵守すること、ならびに市場借
入による資産の大半および当該市場借入金を、デリバティブ商品を用いてほぼ同期間の変動金利ドル資産・負債に変換す
ることにより大幅に緩和されている。他に採用されている戦略については後述する。

投資業務
IFC は新興市場の上場・非上場持分投資において株式リスクを負担している。マネジメントチームの小委員会であるコ
ーポレートエクイティ委員会は、IFC の持分投資全体に係る戦略、ポートフォリオ管理、資産配分に関する指針を定めて
いる。IFC には開発機関かつ長期投資機関としての役割があること、また公社の持分投資の大部分が民間証券として組成
されることなどから、コーポレートエクイティ委員会による資産配分の決定には多くの要因が考慮される。コーポレート
エクイティ委員会によって考慮される要因には、開発による影響の見積もり、IFC の追加性と比較優位性、対象国の分散
化、業種の分散化、カントリーリスクに対するエクスポージャー、マクロ経済的視点、株式市場の世界的動向および各種
の評価が含まれている。
固定金利および/またはドル以外の通貨建て融資に係る金利および為替リスクは、通貨および金利スワップを用いて、
キャッシュフローを変動金利のドル建てキャッシュフローに変換することにより非常に経済的にヘッジされる。
顧客のリスクを管理するために行う顧客とのデリバティブ取引の結果生じる市場リスクは、高格付のカウンターパーテ
ィーとの間で相殺ポジションを締結することにより軽減されている。

流動資産ポートフォリオ
内部運用の流動資産ポートフォリオに係る市場リスクは、コーポレート・バリューアットリスクモデルを用いて測定し
ている。このモデルは日次のバリューアットリスク測定、金利エクスポージャーおよびクレジットスプレッドエクスポー
ジャーを算定する。
IFC の流動性を潤沢に保つ主な手段は 7 種類の流動資産ポートフォリオである。
 P0：短期資金需要向けであるため、主に短期預金、マネーマーケット・ファンド、固定レート CD、1 ヶ月物変動利付
債およびレポに投資
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 P1、P2：投資対象は通常、次のとおり。(a) 優良外国政府、外国政府保証付きおよび国際機関の確定利付債券、(b) 米
国国債、米国政府機関債、(c) 最低 2 つの格付機関により高格付されている ABS またはその他の優良企業が
発行するノート、(d) MBS、(e) ポートフォリオの通貨リスクおよびベンチマークに対するデュレーションを
管理するための金利先物およびスワップ、(f) 預金およびレポ
 P3：P1 ポートフォリオのアウトソース部分（外部運用者が管理）
 P4：P2 ポートフォリオのアウトソース部分（外部運用者が管理）
 P6：現地通貨建ての短期マネーマーケット商品および現地政府債に投資
 P7：ユーロ建て変動金利借入によるユーロ投資のスワップ後収益およびナイジェリアナイラ建て固定金利借入による
ナイジェリアナイラの手取金

P0、P1、P3 はポートフォリオ毎に、ドルの変動金利ベンチマークに対して運用される。そのため、短期相対先物為替予
約（以下「カバード・フォワード」という。
）、金利および通貨スワップ、取引所で取引される金利先物およびオプション
など各種のデリバティブ商品が使用されている。また IFC では、これらポートフォリオの運用において、それぞれのベン
チマークに対する証券のロングおよびショートポジションを取っている。
流動資産ポートフォリオでは、バークレイズ米国国債（1～3 年）インデックスのベンチマークで運用されている P2 と
P4 が最も金利リスクにさらされやすい。P2 は IFC 資本のうち持分投資として実行されていない部分を表すものであり、
ベンチマークはこの未投資資本（払込資本および利益剰余金）のために選択されたリスクプロファイルを反映している。
P4 は P2 のアウトソースされた部分である。また、P1 と P3 も、信用力の高いカウンターパーティーのスプレッドリスク
を内包している。
P6 はスワップなどの金融商品により現地調達した外国通貨で構成され、顧客に対し現地通貨による貸出をより柔軟に提
供する。
P7 のユーロ建て部分はウェイトの等しい 6 つのユーロインターバンクビッドレート（EURIBID）預金で、6 ヵ月ごとの
債務の更新日に満期が到来し、暦月末ごとに残高が再計算される。P7 のナイジェリアナイラ建て部分は、IFC がこれに関
連して 13 年度に発行した無担保債券である。

借入活動
IFC では資金調達の拡充および調達コスト全体の削減を図るために、負債証券をさまざまな通貨によりさまざまな資本
市場で発行し、時には複雑な仕組債を発行することがある。仕組債による借入には複数の通貨で返済可能なものもあり、
また借入の際には元本および利息を基準金利、あるいは 1 つまたは複数の為替レートなどの特定の指数を参照して決定で
きるものもある。
IFC の資金調達プログラムに組み入れられた固定利付債券や仕組商品に伴う市場リスクは、通常、デリバティブ商品に
よって、マッチドファンディング方針に沿いながら変動金利の米ドル債務に変換することで緩和されている。

資産・負債管理
IFC のマッチドファンディング方針により、通貨および金利リスクに対してはかなり対処されているが、市場借入に係
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る貸借対照表上の資産・負債を総合的に管理する上で残存市場リスクにさらされる可能性がある。残余通貨リスクはドル
以外の通貨の貸出金に対する貸倒引当金の規模に変化があったときに生じる。このリスクは、貸付通貨毎の全体的なポジ
ションを日次で監視することにより、±5 百万ドル相当の範囲内に抑えるよう管理している。
残余金利リスクが生じるのは資産と負債で金利更改日が異なる場合、または当初に完全にマッチドファンディングされ
た資産で、時間の経過とともに評価減、早期償還、リスケジューリングなどによりミスマッチが発生する可能性がある場
合である。
こうした残余金利リスクは、金利 1 べーシスポイントの変動に対する資産および負債の現在価値での感応度を通貨毎に
日次で測定し、±50,000 ドル以内に収まるよう管理している。

13 年度の市場リスクに関する特記事項
13 年度の IFC の財務運用における市場リスクは全体的に増加した。これは 13 年度の終わりにかけてソブリン金利のボ
ラティリティが高まった一方、短期国債市場リスクが他のポートフォリオやリスクの種類に比べて低レベルを保っていた
ためである。13 年度において、金利リスク、為替リスクおよびスプレッドリスクは、限度システムを用いて日次で慎重に
管理され、遵守されていた。
13 年度に入って間もなく欧州中央銀行が、国債購入プログラム（Outright Monetary Transactions、以下「OMT」とい
う。
）の導入を発表した。このねらいは、短期ソブリン債を支援して EU 圏全域の民間借入コストを均一化することにあっ
た。その影響でリスクプレミアムが金融市場全体にわたって減少した。リスクプレミアムの減少は米国が「財政の崖」を
回避し、また日本銀行が予想をはるかに上回る金融緩和政策を発表したことによってさらに加速した。流動資産ポートフ
ォリオはこうした市場改善のおかげで、13 年度を通じてスプレッドリスクへの投資がいっさい損なわれなかった。
13 年度において、IFC のエクイティポートフォリオにおける市場リスクの全体レベルが大幅に上昇した。これは、株式
市場、為替レート、商品相場の世界的な大変動によるものである。株式の評価は 13 年度上半期に、堅調な推移を示した。
これは現地通貨のみならず、IFC の報告通貨である米ドルにおいても、いっそう堅調であった。これは 13 年度上半期にお
いて新興市場の通貨の大半の対米ドル価値が穏やかな上昇を示したためである。この後、13 年度の第 3 四半期および第 4
四半期の前半は横這い状態が見られたが、連邦準備制度理事会が緩和縮小に向かうとの憶測や世界経済に対する新たな不
安が世界の市場に蔓延したため、13 年度前半の利益のほぼすべてが年度末に向けての 7 週間に消滅してしまった。もう一
点注目すべきは、13 年度は新興市場株が大半の先進国市場で衰えつつあり、2010 年後半に始まった傾向に拍車がかかっ
ていることである。
この著しい変動に対応するため、公社は株式投資ポートフォリオの組成を特に慎重に行い、厳重な監視、四半期毎のポ
ートフォリオのレビューおよびコーポレートエクイティ委員会による監督を通じてポートフォリオの管理を行った。こう
した積極的なポートフォリオ管理によって、公社は、13 年度において十分に資金を運用することが可能となり、妥当な収
益水準を維持することが可能となった。

流動性リスク
IFC の投資の多くは、本質的に非流動的なものであるが、これは不十分な資本流入、低い取引頻度、および多くの新興
市場における価格透明性の欠如によるものである。こうした流動性リスクを埋め合わせるため、流動資産ポートフォリオ
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には、厳格な投資適格基準が流動資産管理・投資ガイドラインに規定されている。投資適格基準には債券発行規模の最低
水準、単一債券への集中制限、総債券発行額に対する個別債券の比率制限などが含まれる。その結果、流動資産の相当部
分が流動性の高い証券に投資されている。たとえば、(i)優良な外国政府系発行、政府保証付きおよび国際機関発行の固
定利付商品、(ii)米国債または米国政府機関債、(iii)マネーマーケット・ミューチュアルファンド、などである。流動
性危機の際には、これらの流動資産を用いて IFC の資金需要に対応することができる。
13 年度は、IFC の流動資産に占める信用力の高いカウンターパーティー向けエクスポージャーは同水準に維持され、信
用状態の改善により信用スプレッドリスクは低下した。IFC の流動性ポートフォリオの金利リスクは短期債に集中し、ス
プレッドリスクは業種別および地域別に十分多様化している。

13 年度の流動性リスクに関する特記事項
2013 年 6 月 30 日現在、IFC の流動資産ポートフォリオは 312 億ドルであった（2012 年 6 月 30 日現在は 304 億ドル）。
これは、次の項目の合計の 309％となっている。(i) 約定済み未実行の通常型非劣後貸付の 100％、(ⅱ) 約定済み保証の
30％、(ⅲ) 約定済み顧客リスク管理商品の 30％（2012 年 6 月 30 日現在は 327％）
。

調達リスク
調達リスク管理に係る IFC の主な目的は、トリプル A 格付の維持および、それにより、必要な時に可能な限り低いコス
トで市場からの資金を調達できる状態を維持することである。
調達コストの高騰リスクは、IFC の年間調達目標、10 億ドル単位のベンチマーク債、および割引ノート・プログラムに
よっても抑えられている。資本市場の利用は投資家の信頼、流動性、価格透明性、投資家の多様性を高めることになり、
いずれも金融コストの低下につながっている。IFC の割引債プログラムは、流動性調達の迅速化、従来の調達源の補完を
可能にし、短期金融プログラムに適した調達源となっている。

13 年度の調達リスクに関する特記事項
13 年度には IFC は、デリバティブ控除後で正味 128 億ドルを調達した（12 年度は 119 億ドル、11 年度は 103 億ドル）。
短期割引債プログラムの残高は 2013 年 6 月 30 日現在で 13 億ドルである（2012 年 6 月 30 日現在は 14 億ドル）
。13 年度
は新規借入における IFC のクレジットスプレッドが 5 年債で LIBOR フラット前後まで悪化した（12 年度は 5 年債で LIBOR
マイナス 10 ベーシスポイント）。

オペレーショナルリスク
IFC では、バーゼル銀行監督委員会が 2004 年 6 月に発行した「資本測定および資本基準に関する国際的統一化：改定フ
レームワーク」に則り、オペレーショナルリスクを、
「不適切または機能不全に陥った内部プロセス、人、システムの結
果、あるいは外部事象による損失のリスク」と定義している。
IFC のオペレーショナルリスク・マネジメント（以下「ORM」という。
）は 10 年度にコーポレートリスク委員会が承認し
た指示書に基づいて設けられたものである。この指示書には公社におけるオペレーショナルリスク管理の手法、役割、責
任が規定されている。
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IFC の ORM は、オペレーショナルリスクを確実に特定、評価、処理し、悪影響の発生を最小限にするように設計されて
おり、また、上級経営陣に対しては、(i)継続中の事業の一環として内部でリスク管理を行う、(ⅱ)非常対応策を講じて
リスクの軽減を図る、(ⅲ)下請、アウトソーシング、保険などを通じて第三者にリスクを移転する、などのリスクに応じ
た対策の決定を可能にするものである。
IFC は内部で管理できるリスクについては内部統制の包括的なシステムによりさまざまなリスクのパラメーターを発見
するだけでなく、特に懸念される分野については監視と制御を行うことによるリスクの軽減を目指している。
低頻度で深刻度の高いオペレーショナルリスクの軽減については、保険等によるリスク移転をプロジェクト単位および
公社レベルで利用している。IFC では、プロジェクト単位および公社レベルのいずれにおいても、リスクの特定および評
価、利用可能なリスク移管契約や保険の選定、最適な方法の実施、および長期にわたる有効性の追跡を行っている。また、
IFC の資産および事業の甚大な損害に備え、可能な限り付保を行っている。
上記のほか、オペレーショナルリスク管理の主な方法は以下のとおりである。
 市場慣行および諸ツールに基づきオペレーショナルリスクを評価・測定
 財務報告に関する内部統制の有効性評価の基礎として COSO5管理フレームワークを導入
 世界銀行グループの内部監査担当副総裁室が IFC の重要分野および部門についての内部統制の有効性を、独立した立
場で継続的にレビュー
 IFC のデータ管理方針に基づき、公社内のデータの完全性を推進
 営業部門と管理部門の重要部署の代表者からなる「新商品・新提案アセスメントグループ」が、新商品・新提案のリ
スクへの事前対処プロセスおよび統制の実施状況をチェック。

13 年度のオペレーショナルリスクに関する特記事項
IFC は、主要業務におけるオペレーショナルリスクの特定、測定、監視および管理の強化方法を開発および実施するた
めの取組みを複数年継続している。IFC では、12 年度に立ち上げた副総裁および理事らによるオペレーショナルリスク管
理に関する書面での年次表明を取得するプログラムを継続した。それを支援するため以下について実施した。
 部門ごとのオペレーショナルリスク管理窓口のネットワークを正式に設け、オペレーショナルリスク管理ツールを各
部門に適用できるようにするために研修を行った。
 「リスクおよび統制の自己診断」の実施を、全部門に拡大した。
 その他のオペレーショナルリスク管理方法やツール（リスク事象追跡、根本原因分析、主要なリスク指標など）を引
き続き導入した。
 オペレーショナルリスク管理の意識を高めるためのイベントを開催した。
上記に加え、業務の混乱を招きかねない緊急事態への即応態勢にも継続的な注意を払っている。
13年度においてIFCは以下について実施した。
 世界銀行と協力して世界銀行事業継続管理政策を更新し、国際的に認識されている事業継続の標準に合わせた。
 ワシントンにおいて緊急事態のシミュレーション演習を世界銀行と共同で実施した。
5

COSO とは、1980 年代後半に大きく報道された米国の金融セクターの不正行為を受けて米国連邦議会により招集されたトレッドウェ
イ委員会支援組織委員会「内部統制-1992 年統合的枠組み」のことである。
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 すべての地域で緊急対策チームを維持し、各地域内主要数ヶ国の IFC 事務所において緊急対策研究会およびシミュレ
ーションを実施した。
 マネジメントチーム全体に対する訓練の手始めとして、マネジメントチームの各メンバーに対する個別の訓練を実施
した。
 ビジネス影響度分析の結果を活用しながら重要なビジネスプロセスの担当部署における事業継続計画を改定し、財務
に関する重要なプロセスについて事業継続訓練を実施した。
 12 年度に立ち上げた IT 災害復旧テスト計画を引き続き実施。重要なビジネスプロセスに係るアプリケーションの大
半にわたりコンポーネントテストおよび統合テストを行った。
 14 年度に行う IFC のビジネス影響度分析の総改訂に向けて計画を開始した。

重要な会計方針
IFC の 13 年度連結財務諸表の注記 A には、最近採用された会計基準ならびに会計および財務報告の今後の展開とともに
IFC の重要な会計方針の要約が記載されている。いくつかの会計方針は IFC の財務状態および経営成績を説明するうえで
「重要」とされているが、それらの会計方針は経営陣に対して困難、複雑、または主観的な判断、中には本質的に不確実
な事項に対する判断を求めているからである。
これらの方針とは以下を含んでいる。
 貸出金ポートフォリオに対する損失引当金水準の決定
 公正価値で計上され、公正価値の変動による差異がその他包括利益（以下「OCI」という。
）に計上される持分投資お
よび負債証券、ならびに減損控除後の原価（減損額は公正価値を基に算定される）で計上される持分投資に係る減損
額および内容の決定
 市場価格が存在せず、公正価値で評価される特定の持分投資、負債証券、貸出金、流動資産、借入金およびデリバテ
ィブの公正価値の決定
 金融市場の金利、過去の実績、ならびに将来の給付金コストの変動および経済状況に関する経営陣の最善の見積りに
基づいて年金数理計算を用いた将来の年金および退職後給付にかかる費用および債務の決定
IFC の金融商品の多くは、公正価値の測定および開示に関して会計基準で定められた公正価値階層に従って分類されて
いるが、ここで公正価値および減損は、重要な観察不能インプットを用いて内部開発されたモデルまたは手法に基づき見
積もられている。

貸倒引当金
IFC では貸出金について、現在の情報や事象に基づき貸付契約条項に従って支払われるべき金額の全額回収が不能であ
るとされた場合に当該貸出金が減損していると考える。減損貸出金に対する貸倒引当金は、貸出金の実効利率で割引かれ
た期待される将来のキャッシュフローの現在価値とする経営陣の判断を表している。貸倒引当金は、ポートフォリオに損
失が内包されているにもかかわらず特定不能で発生可能性の高い損失の見積りを含んでいる。貸倒引当金は貸倒引当金繰
入の形式で定期的な費用処理を通して設定される。貸倒損失および償却後の回収は貸倒引当金を通して計上される。
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貸倒引当金の妥当性の評価は、借主の財力、地理的集中、業界、地域、およびマクロ経済の状況ならびに過去の傾向と
いった要素を経営陣がどのように判断するかに大きく依存している。特定の見積り手法には固有の限界があるため、経営
陣はキャピタル・プライシングやリスクフレームワークを用いて、ポートフォリオに内包されているにもかかわらず特定
不能な損失予想額を見積もる。この理事会が承認したフレームワークは、過去の貸倒損失実績を用いており、貸倒引当金
フレームワークを IFC の適正資本フレームワークと整合させるものである。
貸倒引当金は連結貸借対照表において総貸出金の減少額として別区分で表示される。引当金額の増減は損益計算書の貸
出金および保証による損失引当金繰入または戻入れとして報告されている。IFC において貸倒引当金は投資業務部門のみ
に関連するものである（IFC の事業セグメントについては 13 年度連結財務諸表の注記 T を参照のこと）
。

持分投資および負債証券の一時的でない減損
IFC では、OCI を通じて公正価値で評価される持分投資のすべて、および減損控除後の原価で計上される持分投資のす
べてについて、四半期ごとに減損を評価している。減損が認められ、それが一時的でない減損とみなされた場合は、持分
投資額はその減損額について評価減され、当該持分投資の新しい原価となる。IFC では通常、減損はすべて一時的でない
ものとみなしている。減損控除後の原価で計上された持分投資の減損損失は、後に価値が回復しても、当該株式が売却さ
れるまでは戻入れすることができない。OCI を通じて公正価値で計上される、一時的でない減損を行った持分投資の戻入
れは、売却されるまでその他包括利益に計上される。
IFC では、OCI を通じて公正価値で評価される負債証券のすべてについて四半期ごとに減損評価を行っている。減損が
認められ、特定の条件（IFC の 13 年度連結財務諸表の注 A に詳述）を満たした場合、減損の全額が純利益で認識される。
ただし、IFC に当該負債証券を売却する意図がなく、かつ、IFC が負債証券の売却を要求される可能性が 50％超ではない
ものの、当該負債証券に信用損失が発生している場合には、かかる信用関連の減損が純利益で認識され、信用関連以外の
減損については OCI で認識される。

市場価格相場の存在しない金融商品の評価
IFC は全デリバティブ商品、流動資産のすべての売却目的有価証券および一部の借入金、貸出金、持分投資および負債
証券を公正価値で計上している。投資契約の中にはデリバティブが組み込まれたもの、またはスタンドアローンのデリバ
ティブがあり、それらは会計上、デリバティブ資産または負債として区分して会計処理されている。ここには、プット、
キャップ、フロア、先渡し契約が含まれる。IFC は公正価値で評価されるすべての金融商品を、公正価値の測定および開
示の会計基準で設定されている公正価値階層に従って分類している。これについては IFC の 13 年度連結財務諸表の注記 A
および R に詳述してある。
公正価値で評価される IFC の金融商品は、多くの場合、市場における未調整の市場価格相場に基づいて評価されている
か、または重要な仮定やインプットが市場で観察可能な価格モデルを使用しているかによって分類されている。金融商品
の公正価値が、市場で観察不能な重要な仮定やインプットを含むモデルを用いたものである場合は、その公正価値は通常、
将来のキャッシュフロー予測の正味現在価値などの複雑な価格決定モデルを用いて見積られたものである。経営陣は価格
モデルを策定するにあたり、カウンターパーティーの財務状態の評価および見通し、適切な割引率、金利、関連するボラ
ティリティおよび為替レートの変動予測など数多くの仮定を行う。仮定の変更は、資産および負債として報告される金額
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ならびに関連の損益計算書およびその他包括利益計算書に計上される未実現損益に重大な影響を及ぼすことがある。公正
価値の算定は、IFC の投資業務および財務セグメントの両方に影響を及ぼす（IFC の 13 年度の連結財務諸表の注記 T を参
照のこと。）
。

年金およびその他の退職後給付
IFC は IBRD、MIGA とともに、ほぼすべてのスタッフを十分カバーする年金および退職後給付制度に加入している。制度
に係る費用、資産、負債はすべて IBRD、IFC、MIGA の間で、加入従業員数に応じた割合で配分している。制度に係る予測
給付債務、年金資産の公正価値、積立状況などの算定に用いられる基本的な数理計算上の仮定は、金融市場の金利、過去
の実績、将来の給付金コストの変動および経済状況に関する経営陣の最善の見積りに基づいて行われる。詳しくは IFC の
13 年度連結財務諸表の注記 W を参照のこと。
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経営成績
概要
市場環境は IFC の業績に重要な影響を与える。
IFC の当期純利益および包括利益の主な構成要素、ならびに各年における純利益および包括利益の金額および変動に影
響を与える要素は以下のとおりである。

利益の構成要素

重要な影響

純利益：
有利子資産に係る運用益

スプレッド幅、競争などの市場状況。未収利息不計上および以前に未収利息不計上とされ
た貸出金の利息回収、個別貸出金に係るパーティシペーション・ノートによる収益なども
貸出金による収益に含まれる。

流動資産収益

流動資産ポートフォリオに係る実現・未実現損益。これらには金利環境などの外的要因の
ほか、流動資産ポートフォリオ内の特定の種類の資産の流動性による影響も含まれる。

持分投資ポートフォリオによる収益

世界的な新興市場株式の動向、通貨市場や商品市場の変動、持分投資における各社の業績。
持分ポートフォリオのパフォーマンス（主に実現キャピタルゲイン、配当、減損、非貨幣
性取引に係る利益ならびに持分投資の未実現利益および損失）
。

貸倒引当金および保証損失引当金

借主についてのリスク評価、ならびに債務不履行および債務不履行時の損失の可能性。

その他の収益および費用

IFC から顧客へのアドバイザリーサービスの水準、退職その他の給付制度の費用水準、お
よび管理費用その他の予算承認額。

公正価値で評価されるその他の非トレー

主として、借入金（IFC のクレジットスプレッドを含む）および関連デリバティブの公正

ディング金融商品の損益

価値の変動、ならびに投資ポートフォリオ（世界的な新興市場の動向によって一部、影響
を受けるプット、ワラント、ストックオプションを含む。）に係る未実現利益との差額。
これらの有価証券は、観察可能または観察不能なインプットを利用して、内部的に開発し
たモデルや手法を用いて評価する。

IDA 拠出金

総務会が承認する IDA 拠出金の水準。

その他包括利益：
売却可能として会計処理された上場株式

世界的な新興市場株式の動向、通貨市場や商品市場の変動および各社の業績。上場株式は

および負債証券に係る未実現損益

市場価格（無調整）を用いて評価され、負債証券は内部的に開発した価格モデルまたは手
法（市場での観察が可能または観察不能なインプットを用いる）を使用して評価される。

給付制度に係る未認識の数理計算上の差

年金制度資産の運用収益、および予測給付債務を計算するための主な仮定（金融市場の金

異および未認識の過去勤務費用

利、人件費、過去の実績、将来の給付コストの変動や経済状況に対する経営陣の最善の見
積りを含む）
。

以下、IFC の 13 年度の連結財務諸表に含まれている期間である 13 年度と 12 年度、および 12 年度と 11 年度の間の重要

44

な変動について詳述する。12 年度と 11 年度の一部の金額は、当年度の表示に合わせるために再分類されている。以下の
パラグラフでは必要に応じて、再分類された過年度の比較情報を反映している。それらの再分類による純利益および総資
産への影響はない。

13 年度と 12 年度の比較
純利益
IFC の 13 年度の利益は、その他の非トレーディング金融商品の純損益の公正価値評価および IDA 拠出金を考慮する前で
928 百万ドルであった（12 年度は 1,877 百万ドル）
。
12 年度と比較して 13 年度にその他非トレーディング金融商品の純損益の公正価値評価および IDA 拠出金を考慮する前
の利益が減少した主要因は次のとおりである。（単位：百万ドル）
13 年度と 12 年度の比較
増（減）

持分投資に係る実現利益 ······························································································

$ (1,079)

貸出金、保証およびその他未収金による損失引当金（繰入）戻入 ···························································

(126)

非トレーディング取引に係る為替差（損）益·············································································

(110)

アドバイザリーサービスに係る費用（純額）·············································································

(91)

年金およびその他の退職後給付制度に係る費用···········································································

(77)

持分投資に係る未実現利益 ····························································································

154

流動資産のトレーディング活動による収益 ··············································································

187

持分投資に係る一時的でない減損 ······················································································

251

その他（純額） ······································································································

(58)

変動額合計 ······································································································

$ (949)

公正価値評価によるその他の非トレーディング金融商品の純利益は、13 年度は 422 百万ドルで、12 年度の純損失 219
百万ドルに対し 641 百万ドルの増加となった。これにより、IFC の、IDA 拠出金を考慮する前の利益は、13 年度は 1,350
百万ドルで、12 年度の 1,658 百万ドルを 308 百万ドル下回った。
IDA 拠出金は 13 年度においては合計 340 百万ドルで、12 年度においては 330 百万ドルであった。非支配持分に帰すべ
き純損失は、13 年度は 8 百万ドルで、12 年度はゼロであった。したがって、13 年度における IFC に帰すべき純利益は合
計 1,018 百万ドルで、12 年度における純利益は 1,328 百万ドルであった。

IFC の純利益の構成要素に関するより詳細な分析は以下のとおりである。

貸出金および保証による収益
IFC の主な有利子運用資産は貸出金ポートフォリオである。13 年度における貸出金および保証による収益は 1,059 百万
ドルで、12 年度の 938 百万ドルを 121 百万ドル上回っている。
貸出金ポートフォリオの実行済残高は 2012 年 6 月 30 日現在の 21,043 百万ドルから 1,563 百万ドル増加し、2013 年 6
月 30 日現在においては 22,606 百万ドルとなっている。2013 年 6 月 30 日現在における貸出金の加重平均約定金利は 4.5％
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で、2012 年 6 月 30 日現在では 4.7％であった。これらの要因が重なり、受取利息は 12 年度を 90 百万ドル上回る結果と
なった。また、コミットメントフィーおよび金融サービス報酬は 12 年度を 28 百万ドル上回った。未収利息不計上の状態
から戻された貸出金の未収利息回収額については、未収利息不計上に認定された貸出金に係る収益の戻入れ控除後で、12
年度を 26 百万ドル下回った。貸出債権売却に係る利益は、12 年度は 2 百万ドルであったのに対し、13 年度はゼロであっ
た。上記の最低約定利息を上回る IFC のパーティシペーション・ノートに係る収益およびその他の収益は、12 年度を 3
百万ドル下回った。公正価値で評価される貸出金に係る未実現利益および非貨幣性取引に係る利益は、12 年度を 34 百万
ドル上回った。

持分投資による収益
13 年度における持分投資ポートフォリオによる収益は、12 年度における収益 1,457 百万ドルを 705 百万ドル下回る 752
百万ドルであった。
13 年度における IFC の持分投資の売却に係る実現利益は 921 百万ドルで、12 年度の 2,000 百万ドルに比べ、1,079 百万
ドルの減少であった。IFC は、その開発段階の役割が完了した持分投資および所定の売却トリガー水準に達した持分投資
ならびに必要に応じて、ロックアップ期間が終了した持分投資を売却している。
13 年度の持分投資による実現利益は集中的で、個別のキャピタルゲインが 20 百万ドルを超える投資案件が 10 件あり、
それらの合計は 562 百万ドル（13 年度の実現利益の 61％に相当）であった。12 年度においては、個別のキャピタルゲイ
ンが 20 百万ドルを超える投資案件は 11 件あり、それらの合計は 1,821 百万ドル（12 年度の実現利益の 91％に相当）で
あった。
非貨幣性取引に係る利益は、12 年度の合計 3 百万ドルに比べ、13 年度は 6 百万ドルであった。
配当収益は合計 248 百万ドルで、12 年度の 274 百万ドルに比べ 26 百万ドルの減収となった。減収の主な要因は、12 年
度にある投資案件について 41 百万ドルの配当が一回あったものの、13 年度にはこれがなかったことである。配当収益に
は石油・ガス・鉱業セクターにおける非法人型合弁事業（以下「UJV」という。
）に係る収益（原価回収基準）が含まれて
おり、13 年度は 4 件分の合計 36 百万ドル、12 年度は 3 件分の合計 43 百万ドルであった。
持分投資に係る一時的でない減損は、13 年度は 441 百万ドル（売却可能として会計処理された持分投資に係る減損が
289 百万ドル、減損控除後の原価で計上される持分投資に係る減損が 152 百万ドル）で、12 年度は 692 百万ドル（売却可
能として会計処理された持分投資に係る減損が 420 百万ドル、減損控除後の原価で計上される持分投資に係る減損が 272
百万ドル）であった。13 年度においては、一時的でない減損が 20 百万ドルを超過した投資案件が 3 件（合計 90 百万ドル）
あった。12 年度には一時的でない減損が 20 百万ドルを超過した投資案件が 8 件（合計 298 百万ドル）あった。13 年度は、
持分投資に係る一時的でない減損は第 1～第 3 四半期が 240 百万ドル、第 4 四半期が 201 百万ドルと、年度の最終 3 カ月
間に集中していた。これは新興市場株式全体のパフォーマンスの低下を反映したものである。
持分投資に係る未実現利益は、13 年度は 26 百万ドルの利益で、12 年度は 128 百万ドルの損失であった。13 年度におい
ては、未実現利益のうち 217 百万ドルが 1 件の投資によるものであり、未実現損失のうち 162 百万ドルがエクイティファ
ンドへの 7 件の投資によるものであった。12 年度においては、未実現損失のうち 146 百万ドルがエクイティファンドへの
7 件の投資によるものであった。それらのファンドに対する個々の投資は、未実現損益の重要な構成要素となっている。
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負債証券による収益
13 年度の負債証券による収益は 5 百万ドルで、12 年度の 81 百万ドルから 76 百万ドル減少した。13 年度におけるこの
減少の最大要因は、一時的でない減損（19 百万ドル）および公正価値評価による未実現損失（60 百万ドル）であり、い
ずれも 12 年度に比べて増加している。負債証券に係る実現利益は、13 年度は 12 年度に比べ 2 百万ドル減少した。

貸出金、保証およびその他未収金による損失引当金繰入
13 年度における IFC の貸出金ポートフォリオの質は、平均カントリーリスクおよび平均信用リスク格付による評価では、
大幅な変動はなかった。別の評価方法として、実行済貸出金ポートフォリオのうち不良債権は、2012 年 6 月 30 日現在の
859 百万ドル（4.1％）から増加し、2013 年 6 月 30 日現在は 1,272 百万ドル（5.6％）であった。13 年度において IFC は、
貸倒引当金および保証その他未収金損失引当金 243 百万ドル（個別貸倒引当金 298 百万ドル、一般貸倒引当金の戻入れ 49
百万ドル、保証その他未収金損失引当金の戻入れ 6 百万ドル）を計上し、12 年度においては、貸倒引当金および保証その
他未収金損失引当金 117 百万ドル（個別貸倒引当金 76 百万ドル、一般貸倒引当金 39 百万ドル、保証その他未収金損失引
当金 2 百万ドル）を計上した。
2013 年 6 月 30 日現在における IFC の貸倒引当金残高合計は、実行済貸出金ポートフォリオの 7.2％（2012 年 6 月 30
日現在は 6.6％）であった。
2013 年 6 月 30 日現在の個別貸倒引当金残高 741 百万ドル（2012 年 6 月 30 日現在は 447 百万ドル）は、減損貸出金 1,403
百万ドル（2012 年 6 月 30 日現在は 923 百万ドル）に対して保有されており、引当率は 53％である（2012 年 6 月 30 日現
在は 48％）である。

流動資産のトレーディング活動による収益
デリバティブおよび有価証券貸借取引控除後の流動資産ポートフォリオは 2012 年 6 月 30 日現在の 304 億ドルから 2013
年 6 月 30 日現在では 312 億ドルへと増加した。流動資産のトレーディングによる収益は 13 年度は 500 百万ドルであった
（12 年度は 313 百万ドル）。13 年度および 12 年度において、流動資産ポートフォリオによる収益はそれぞれのベンチマ
ークを超えたが、P4 ポートフォリオ（正味資産価格（NAV）が 769 百万ドル）だけは例外で、僅かにベンチマークを下回
っていた。
13 年度は、受取利息合計 430 百万ドルのほか、ABS および MBS ポートフォリオに係る利益を公正価値にして 161 百万ド
ル計上した。一方、その他の商品における保有（米国債、各国政府発行債、優良企業債およびデリバティブを含む）につ
いては 91 百万ドル損失が発生し、13 年度は純利益が 70 百万ドルとなった。
13 年度において、P1 ポートフォリオによる収益は 292 百万ドルまたは収益率にして 1.4％であった。12 年度において
は、P1 ポートフォリオによる収益は 217 百万ドルまたは収益率にして 0.9％であった。外部で運用されている P3 ポート
フォリオは、P1 と同じ変動金利基準で運用されており、13 年度の収益は 17 百万ドルまたは収益率にして 1.9％であった。
これは 12 年度の 14 百万ドルまたは収益率 1.6％を 3 百万ドル上回っている。
P2 および外部で運用されている P4 ポートフォリオの収益は、13 年度はそれぞれ 147 百万ドル（3.1％）および 2 百万
ドル(0.3％）で、12 年度はそれぞれ 62 百万ドル（1.2％）および 14 百万ドル（2.0％）であった。
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IFC の P0 ポートフォリオによる収益は、13 年度は 2 百万ドルで収益率 0.1％、12 年度は 7 百万ドル（0.5％）であった。
現地通貨建ての P6 流動ポートフォリオは、13 年度は 12 年度の収益 43 百万ドル（5.7％）を 1 百万ドル下回る 42 百万ド
ル（4.5％）の収益を計上した。
2013 年 6 月 30 日現在、売却目的有価証券は公正価値にして 85 百万ドルで、レベル 3 の有価証券に分類されている（2012
年 6 月 30 日現在は 150 百万ドル）
。

借入費用
13 年度の借入費用は、12 年度の 181 百万ドルを 39 百万ドル上回る 220 百万ドルであった。これは、13 年度は 12 年度
に比べて借入額は増加したものの、ドル金利環境が 12 年度より低下したことによってある程度相殺されたことを反映し
ている。13 年度に IFC は、市場借入のうち 4 億ドルを買い戻している（12 年度は 6 億ドル）。13 年度の借入費用 220 百万
ドル（12 年度は 181 百万ドル）は、買戻しによる利益 11 百万ドル（12 年度は 19 百万ドル）を控除した後の金額で計上
されている。
借入金に係るデリバティブによる効果考慮後（割引債プログラムによる短期借入を除く。
）の市場から調達した IFC の
借入金の加重平均割合は、2012 年 6 月 30 日現在の 0.7％から下降し、2013 年 6 月 30 日現在は 0.4％であった。2013 年 6
月 30 日現在、借入金に係るデリバティブによる効果を考慮後で、公正価値調整前の借入金ポートフォリオ（短期割引債
プログラムを除く）の規模は、2012 年 6 月 30 日現在の 407 億ドルを 32 億ドル上回り、439 億ドルであった。

その他収益
13 年度におけるその他の収益は、12 年度の 448 百万ドルを 7 百万ドル下回る 441 百万ドルであった。13 年度のその他
収益には AMC からの管理報酬およびサービス報酬の払戻金 40 百万ドル（12 年度は 28 百万ドル）ならびにアドバイザリー
サービスに係る収益 239 百万ドル（12 年度は 269 百万ドル）が含まれている。13 年度のアドバイザリーサービスの収益
には、ドナーから提供を受けた 210 百万ドル（12 年度は 189 百万ドル）のほか、顧客からの報酬およびドナーからの管理
費 29 百万ドル（12 年度は 25 百万ドル）が含まれている。

その他費用
13 年度の管理費用（その他費用の主要な構成要素）は、12 年度の 798 百万ドルから 47 百万ドル増加し、845 百万ドル
であった。管理費用の増加は主として職員の 6.7％増員によるものであるが、既存職員の昇給もある程度影響している。
管理費用には、IFC の払戻可能プログラムに起因する特定の収益および費用ならびに債務整理の状況（債務整理プロジェ
クト）で生じる費用のグロスアップ効果が含まれている（12 年度は 22 百万ドルであったのに対し、13 年度は 26 百万ド
ルとなっている）
。
IFC は、年金およびその他の退職後給付制度による費用として、12 年度に 96 百万ドルであったのに対し 13 年度に 173
百万ドルを計上した。この増加は各種給付制度の、2012 年 6 月 30 日現在における拠出状況に関する数理計算上の仮定に
よるものである。
13 年度のアドバイザリーサービスに係る費用は総額 351 百万ドル（12 年度は 290 百万ドル）であった。アドバイザリ
ーサービスに係る費用には、アドバイザリーサービスの引当金に利用された、ドナーから提供された資金 210 百万ドル（12
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年度は 189 百万ドル）が含まれている。

その他の非トレーディング金融商品に係る当期純損益
13 年度連結財務諸表の注記 A により詳しく記載されているとおり、IFC では特定の金融商品を公正価値で計上し、それ
らの金融商品の未実現損益を当期純利益に計上している。すなわち、(i) スワップ取引が行われる市場借入金のすべて、
および(ⅱ) IFC が 20％超を保有する持分投資および/または持分およびファンド投資で、公正価値オプションが適用され
ない場合に持分法で会計処理することが要求されるものすべて、ならびに(ⅲ) 実質的に市場借入金のすべて、である。
その他の非トレーディングデリバティブ（単独、および貸出金、持分証券、および負債証券ポートフォリオにおける組込
デリバティブを含む）については、引き続き公正価値で会計処理される。
以下は、13 年度および 12 年度の純利益に対する、これらの非トレーディング金融商品の公正価値評価による影響を要
約したものである。（単位：百万ドル）
13 年度

12 年度

投資に係るデリバティブの実現利益（損失） .................................................

35

11

投資に係るデリバティブの非貨幣性利益 .....................................................

2

10

投資に係るデリバティブの未実現利益（損失） ...............................................

353

(34)

市場借入金および関連デリバティブに係る未実現利益（損失）
（純額） ...........................

32

(206)

公正価値で評価されるその他の非トレーディング金融商品の純利益（損失） .....................

$ 422

$ (219)

IFC の市場借入金および関連デリバティブの公正価値の変動（純額）には、US$ LIBOR に対して測定した場合の IFC の
クレジットスプレッドの変動の影響が含まれている。クレジットスプレッドが拡大するにつれて、未実現利益が計上され、
クレジットスプレッドが縮小するにつれて、未実現損失が計上される（リスクフリー金利および為替レートの変動等、そ
の他の要因による影響は関係しない。）
。規模および方向（利益または損失）は期間ごとに変動する可能性があるが、キャ
ッシュフローは変動しない。通常、市場借入金のキャッシュフローの通貨、金額および時期と、同時に締結した関連デリ
バティブのキャッシュフローの通貨、金額および時期を一致させることが IFC の方針である。
12 年度は、欧州国債市場の不安定な状況と経済活動の低迷の兆候により金利水準のさらなる低下がもたらされた。債券
市場における質への逃避に見られるように、資本市場におけるリスク選好は減退した。これにより、11 年度において LIBOR
フラット前後にとどまっていた AAA 格付の IFC 発行債の価格設定が好転したものの、12 年度末にはドル建 5 年債で LIBOR
マイナス 5～10 ベーシスポイントに戻った。こうした流れおよび為替を基礎とするスワップ金利の動向により、スワップ
再評価後の市場借入（関連するデリバティブを考慮後）に悪影響が生じ、12 年度は未実現損失 206 百万ドルを計上する結
果となった。
13 年度は、当初 9 ヶ月間は金利水準は引き続き安定し、その後の 3 ヶ月間は米国の経済活動の加速の兆しの中で債券市
場は流動性の低下観測から弱含んだ。13 年度の最後の 3 ヶ月間において、ドル建て 5 年物金利のベンチマークは約 50 ベ
ーシスポイントも急騰し、IFC の中長期借入ポートフォリオに大きな再評価益をもたらしたが、関連デリバティブの損失
により相殺された。ベンチマークとなる IFC のドル建て発行のクレジットスプレッドは 13 年度は 10 ベーシスポイント悪
化し、市場借入金および関連デリバティブについて 32 百万ドルの全体的な未実現利益を生じさせた。
IFC は 13 年度において、投資に係るデリバティブ（主としてプットオプション、ストックオプション、転換社債、ワラ
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ントおよび金利／為替スワップなど固定金利および／または米ドル建て以外の貸出金ポートフォリオの経済的ヘッジに
利用）の純利益 390 百万ドルを計上した（12 年度は 13 百万ドルの純損失）
。13 年度においては、利益および損失が非常
に集中しており、5 つのデリバティブが利益の 153 百万ドルを占め、5 つのデリバティブが損失の 73 百万ドルを占めてい
た（12 年度においては、5 つのデリバティブが利益の 113 百万ドルを占め、5 つのデリバティブが損失の 73 百万ドルを占
めていた）
。

IDA への拠出金
IFC は、IDA への拠出金を 12 年度においては 330 百万ドル計上していたのに対し、13 年度には 340 百万ドル計上してい
る。

その他包括利益

持分投資および負債証券に係る未実現損益
公正価値が容易に入手可能な市場で上場している IFC の負債証券投資および持分投資は、公正価値で評価され、売却可
能として分類されている。これらの投資の未実現損益は、実現するまでその他包括利益(以下「OCI」という。)に計上さ
れ、実現される際に純利益に振替えられる。OCI に計上される持分投資および負債証券の未実現損益の変動に大きな影響
を及ぼす要因は、(i) 新興市場における株式の世界的動向および(ⅱ) 持分投資や負債証券を売却した際の利益の実現で
ある。
以下は、OCI における持分投資および負債証券に係る未実現利益および損失の変動（純額）である。
（単位：百万ドル）

13 年度

12 年度

年度中に生じた持分投資の未実現純利益および損失―純額
未実現利益········································································
$ 757

$ 290

未実現損失········································································
(396)

(813)

純利益に含まれる実現利益および一時的でない減損に関する再分類調整額 ················ 24

277

持分投資に係る未実現利益および損失―純額 ············································
$ 385

$ (246)

年度中に生じた負債証券の未実現利益および損失―純額
未実現利益········································································194

85

未実現損失········································································
(201)

(358)

純利益に認識された実現利益、減損の非信用関連部分の評価減および純利益に含ま
れる一時的でない減損の評価減に関する再分類調整額 ···································29
負債証券の未実現利益および損失―純額 ·················································22

14
(259)

持分投資および負債証券に係る未実現利益および損失合計 ································
$ 407

$(505)

給付制度に係る未認識の数理計算上の差異―純額および未認識の過去勤務費用
年金およびその他退職後給付制度の積立状況の変動は、当年度の期間給付費用として純利益に認識されないものについ
ては、OCI に認識される。
13 年度において、IFC は 201 百万ドルの利益を計上した。これは主として、給付債務の見積りに使用する割引率が上昇
したことおよび年金資産からの収益が増加したことによって生じた未認識数理計算上の差異 200 百万ドルによるものであ
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る。割引率については、最大の給付制度である職員退職給付制度に係る給付債務の見積りにおいて使用される割引率の仮
定が 2012 年 6 月 30 日現在の 3.9％から、2013 年 6 月 30 日現在には 4.6％に上昇した。

12 年度と 11 年度の比較
純利益
IFC の 11 年度の利益は 2,024 百万ドルであり、これに対して 12 年度は、その他の非トレーディング金融商品の純損益
の公正価値評価および IDA への拠出金を考慮する前の段階で 1,877 百万ドルであった。
12 年度のその他の非トレーディング金融商品の純損益の公正価値評価および IDA への拠出金を考慮する前の利益が 11
年度に比べて減少した主要因は次のとおりである。
（単位：百万ドル）
12 年度と 11 年度の増減
増（減）

公正価値評価による持分投資に係る未実現損失 ·················································
持分投資に係る一時的でない減損 ·····························································

$(582)
(474)

流動資産トレーディングによる収益 ···························································

(216)

非貨幣的交換に係る利益 ·····································································

(214)

貸出金、保証およびその他未収金による損失引当金繰入··········································

(157)

アドバイザリーサービスに係る支出（純額） ···················································

132

非トレーディング活動に係る外為取引損益 ·····················································

178

持分投資による実現利益 ·····································································

1,263

その他（純額） ·············································································

(77)

変動額合計 ·················································································

$(147)

12 年度は、その他の非トレーディング金融商品に係る公正価値評価による純損失が合計 219 百万ドルであった（11 年
度は 155 百万ドルの純利益）。これにより、11 年度は 2,179 百万ドルであったのに比して、12 年度は IDA 拠出金を考慮す
る前の収益が 1,658 百万ドルとなった。IDA 拠出金は、11 年度は 600 百万ドルであったのに比して、12 年度は 330 百万ド
ル。従って、純利益は、11 年度は 1,579 百万ドルであったのに対して、12 年度は 1,328 百万ドルであった。
IFC の純利益の構成要素に関するより詳細な分析は以下のとおりである。

貸出金および保証に係る収益
IFC の主な有利子運用資産は貸出金ポートフォリオである。12 年度における貸出金および保証による収益は 938 百万ド
ルで、11 年度における 877 百万ドルを 61 百万ドル上回っている。
貸出金ポートフォリオの実行済残高は 2011 年 6 月 30 日現在の 19,884 百万ドルから 1,159 百万ドル増加し、2012 年 6
月 30 日現在 21,043 百万ドルとなっている。2012 年 6 月 30 日現在における貸出金の加重平均約定金利は 4.7％で、2011
年 6 月 30 日においては 4.6％であった。このため 12 年度の金利収益は 11 年度を 90 百万ドル上回る結果となった。コミ
ットメントフィーおよび金融サービス報酬は 11 年度を 12 百万ドル上回った。未収利息不計上の状態から戻された貸出金
の未収利息回収額については、未収利息不計上に認定された貸出金に係る収益の戻入れ控除後で、11 年度を 14 百万ドル
上回った。貸出債権売却に係る利益は 11 年度のゼロに対し 12 年度は 2 百万ドルであった。上記の最低約定利息を上回る
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IFC のパーティシペーション・ノートに係る収益およびその他の収益は、11 年度を 10 百万ドル上回った。公正価値で評
価される貸出金に係る未実現利益および非貨幣性取引に係る利益は、11 年度を 67 百万ドル下回った。

持分投資による収益
12 年度における持分投資ポートフォリオによる収益は、11 年度における収益 1,464 百万ドルを 7 百万ドル下回る 1,457
百万ドルであった。
12 年度における IFC の持分投資の売却に係る実現利益は 2,000 百万ドルで、11 年度の 737 百万ドルに比べ、1,263 百万
ドルの増加であった。IFC は、その開発段階の役割が完了した持分投資および所定の売却トリガー水準に達した持分投資、
ならびに、必要に応じて、ロックアップ期間が終了した持分投資を売却している。
持分投資による実現利益は集中的で、12 年度においては、個別に 20 百万ドルを超える投資案件が 11 件で合計 1,821
百万ドル（12 年度の利益の 91％に相当）を構成し、一方、11 年度においては、個別に 20 百万ドルを超える投資案件が
10 件で合計 416 百万ドル（11 年度の利益の 56％に相当）を構成していた。
非貨幣性取引に係る利益は、11 年度の合計 217 百万ドルに比べ、12 年度は 3 百万ドルであった。11 年度は非貨幣性取
引に係る利益の計上に 2 件の大型案件が含まれていたが、12 年度はそうした状況は発生しなかった。
配当収益は合計 274 百万ドルで、11 年度は 280 百万ドルであった。11 年度と同様に、12 年度の IFC の配当収益の大部
分は、石油・ガス・鉱業セクターにおける IFC の合弁事業に係る収益で、原価回収基準で会計処理されており、11 年度は
57 百万ドルであったのに比して、12 年度は 43 百万ドルであった。
持分投資に係る一時的でない減損は、12 年度は 692 百万ドル（売却可能として会計処理された持分投資に係る減損が
420 百万ドル、減損控除後の原価で計上される持分投資に係る減損が 272 百万ドル）で、11 年度は 218 百万ドル（売却可
能として会計処理された持分投資に係る減損が 131 百万ドル、減損控除後の原価で計上される持分投資に係る減損が 87
百万ドル）であった。12 年度においては、一時的でない減損が 20 百万ドルを超過した投資案件が 8 件（合計 298 百万ド
ル）あった。11 年度には 40 百万ドルの一時的でない減損が発生した投資案件が 1 件あったが、そのほかには一時的でな
い減損が 20 百万ドルを超過した投資案件はなかった。
純利益を通じて公正価値で評価される持分投資に係る未実現損失は、12 年度は 128 百万ドルの損失で、11 年度におい
ては 454 百万ドルの利益であった。12 年度においては、未実現損失のうち 146 百万ドルがエクイティファンドへの 7 件の
投資によるものであった。11 年度においては、未実現利益のうち 199 百万ドルがエクイティファンドへの 6 件の投資によ
るものであった。それらのファンドに対する個々の投資は、未実現損益の重要な構成要素となっている。

負債証券による収益
12 年度の負債証券による収益は 81 百万ドルで、11 年度の 46 百万ドルから 35 百万ドル増加した。12 年度におけるこの
増加の最大の要素は、受取利息（21 百万ドル）および公正価値評価による未実現利益（23 百万ドル）であり、いずれも
11 年度に比べて増加している。負債証券に係る実現利益は、12 年度は 11 年度に比べ 14 百万ドル増加した。

貸出金および保証による損失引当金繰入
12 年度における IFC の貸出金ポートフォリオの質は、平均カントリーリスクおよび平均信用リスク格付による評価では、
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大幅な変動はなかった。別の評価方法として、実行済貸出金ポートフォリオのうち不良債権は、2011 年 6 月 30 日現在の
943 百万ドル（4.7％）から減少し、2012 年 6 月 30 日現在は 859 百万ドル（4.1％）であった。12 年度において IFC は、
貸倒引当金および保証損失引当金 112 百万ドル（個別貸倒引当金 76 百万ドル、一般貸倒引当金 39 百万ドル、保証損失引
当金の戻入れ 3 百万ドル）を計上し、11 年度においては、貸倒引当金および保証損失引当金の戻入れ 40 百万ドル（個別
貸倒引当金の戻入れ 16 百万ドル、一般貸倒引当金の戻入れ 24 百万ドル）を計上した。
2012 年 6 月 30 日現在における IFC の貸倒引当金残高合計は、実行済貸出金ポートフォリオの 6.6％（2011 年 6 月 30
日現在も 6.6％）であった。
2012 年 6 月 30 日現在の個別貸倒引当金残高 447 百万ドル（2011 年 6 月 30 日現在は 382 百万ドル）は、減損貸出金 923
百万ドル（2011 年 6 月 30 日現在は 918 百万ドル）に対して保有されており、引当率は 48％である（2011 年 6 月 30 日現
在は 42％）である。

流動資産のトレーディング活動による収益
流動資産のトレーディング活動による収益は、定期預金および証券利息、トレーディング活動に係る純損益および僅か
な為替換算による影響より構成されている。デリバティブおよび有価証券貸借取引を除いた流動資産ポートフォリオは
2011 年 6 月 30 日現在の 245 億ドルから 2012 年 6 月 30 日現在では 297 億ドルに増加した。
12 年度の流動資産のトレーディング活動による収益は、合計 313 百万ドル（11 年度は 529 百万ドル）であった。12 年
度および 11 年度において、P7 ポートフォリオ（正味資産価格が 10 百万ドル未満）を除くすべての流動資産ポートフォリ
オがそれぞれのベンチマークを超えている。
12 年度は受取利息および為替取引による利益 648 百万ドルのほか、ABS および MBS ポートフォリオに関して公正価値に
して 8 百万ドルの損失を計上した。12 年度は、その他の商品における保有（米国債、各国政府発行債、優良企業債および
デリバティブを含む）に係る損失が 327 百万ドル発生した。
2012 年 6 月 30 日現在、売却目的有価証券は公正価値にして 150 百万ドルで、レベル 3 の有価証券として分類されてい
る（2011 年 6 月 30 日現在は 210 百万ドル）
。
12 年度において、P1 ポートフォリオによる収益は 218 百万ドルまたは収益率にして 0.95％であった。11 年度において
は、P1 ポートフォリオによる収益は 330 百万ドルまたは収益率にして 2.29％であった。外部で運用されている P3 ポート
フォリオは、P1 と同じ変動金利基準で運用されており、12 年度の収益は 13 百万ドルまたは収益率にして 1.64％であった。
これは 11 年度の 6 百万ドルまたは収益率 0.97％を 7 百万ドル上回っている。
P2 および外部で運用されている P4 ポートフォリオの収益は、12 年度はそれぞれ 60 百万ドル（1.15％）および 13 百万
ドル（2.00％）で、11 年度はそれぞれ 179 百万ドル（3.33％）および 9 百万ドル（1.87％）であった。
IFC の P0 ポートフォリオによる収益は、12 年度は 9 百万ドル（0.47％）
、11 年度には 4 百万ドル（0.44％）であった。
P7 ポートフォリオによる収益は、12 年度には 0.5 百万ドル（1.15％）に達していないが、11 年度には 1 百万ドル（1.32％）
であった。

借入費用
12 年度の借入費用は、11 年度の 140 百万ドルを 41 百万ドル上回る 181 百万ドルであった。これは主に、12 年度のドル
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の金利環境が 11 年度に比べて上向いたこと、および借入水準が増加したことによるものである。12 年度に IFC は、市場
借入のうち 6 億ドル（11 年度は 3 億ドル）を買い戻している。12 年度の借入費用 181 百万ドル（11 年度は 140 百万ドル）
は、買戻しによる利益 19 百万ドル（11 年度は 10 百万ドル）を控除した後の金額で計上されている。
借入金に係るデリバティブによる効果考慮後（割引債プログラムによる短期借入を除く）の市場から調達した IFC の借
入金の加重平均割合は、2011 年 6 月 30 日現在の 0.3％から上昇し、2012 年 6 月 30 日現在は 0.7％であった。2012 年 6
月 30 日現在、借入金に係るデリバティブによる効果を考慮後で、公正価値調整前の借入金ポートフォリオ（短期割引債
プログラムを除く）の規模は、2011 年 6 月 30 日現在の 339 億ドルを 68 億ドル上回り、407 億ドルであった。

その他収益
12 年度におけるその他の収益は、11 年度の 222 百万ドルを 226 百万ドル上回り、448 百万ドルであった。12 年度のそ
の他収益には、P6 現地通貨流動性ポートフォリオによる収益 43 百万ドル（13 年度は流動資産のトレーディング収益に計
上された。11 年度は 44 百万ドル）
、AMC からの管理報酬およびサービス報酬の払戻金 28 百万ドル（11 年度も 28 百万ドル）
およびアドバイザリーサービスに係る収益 269 百万ドル（11 年度はゼロ）が含まれている。12 年度のアドバイザリーサ
ービスの収益には、ドナーから提供を受けた 189 百万ドルのほか、顧客からの報酬およびドナーからの管理費、25 百万ド
ルが含まれている。

その他費用
12 年度の管理費用（その他費用の主要な構成要素）は、11 年度の 700 百万ドルから 98 百万ドル増加し、798 百万ドル
であった。管理費用の増加は主として職員の 9％増員によるものであるが、既存職員の昇給もある程度影響している。管
理費用には、IFC の払戻可能プログラムに起因する特定の収益および費用ならびに債務整理プロジェクトのグロスアップ
効果が含まれている（12 年度は 22 百万ドル、11 年度は 24 百万ドル）。IFC は、年金およびその他の退職後給付制度によ
る費用として、12 年度に 96 百万ドル、11 年度に 109 百万ドルを計上した。この減少は数理計算上の仮定によるものであ
る。
12 年度のアドバイザリーサービスに係る費用は総額 290 百万ドル（11 年度は 153 百万ドル）であった。アドバイザリ
ーサービスに係る費用には、アドバイザリーサービスの引当金に利用されたドナーから提供された資金 189 百万ドルが含
まれていた。

その他の非トレーディング金融商品に係る当期純損益
12 年度連結財務諸表の注記 A により詳しく記載されているとおり、IFC では特定の金融商品を公正価値で計上し、それ
らの金融商品の未実現損益を当期純利益に計上している。すなわち、(i)スワップ取引が行われる市場借入金のすべて、
および(ⅱ) IFC が 20％超を保有する持分投資および/または持分およびファンド投資で、公正価値オプションが適用され
ない場合に持分法で会計処理することが要求されるものすべて、ならびに(ⅲ)実質的にすべての市場借入金である。その
他の非トレーディングデリバティブ（単独、および貸出金、持分証券、および負債証券ポートフォリオにおける組込デリ
バティブを含む）については、引き続き公正価値で会計処理される。
以下は、12 年度および 11 年度の純利益に対する、これらの非トレーディング金融商品の公正価値評価による影響を要
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約したものである。（単位：百万ドル）
12 年度

投資に係るデリバティブの実現利益（損失） ..................................................

$ 11

11 年度

$ 63

投資に係るデリバティブの非貨幣性利益 ......................................................

10

22

投資に係るデリバティブの未実現利益（損失） ................................................

(34)

(23)

市場借入金および関連デリバティブに係る未実現利益（損失）
（純額） ...........................

(206)

93

公正価値で評価されるその他の非トレーディング金融商品の純利益（損失） ..................... $ (219)

$ 155

IFC の市場借入金および関連デリバティブの公正価値の変動（純額）には、US$LIBOR に対して測定した場合の IFC のク
レジットスプレッドの変動の影響が含まれている。クレジットスプレッドが拡大するにつれて、未実現利益が計上され、
クレジットスプレッドが縮小するにつれて、未実現損失が計上される（リスクフリー金利および為替レートの変動等、そ
の他の要因による影響に関係なく）
。規模および方向（利益または損失）は期間ごとに変動する可能性があるが、キャッ
シュフローは変動しない。通常、市場借入金のキャッシュフローの通貨、金額および時期と、同時に締結した関連デリバ
ティブのキャッシュフローの通貨、金額および時期を一致させることが IFC の方針である。
11 年度は、金利の世界的な低下傾向が第 2 四半期にいったん止まったものの、その後は低水準で安定していた。クレジ
ットスプレッドは 11 年度を通してほとんど変動せず、IFC のベンチマークである米ドル建てグローバル債のスプレッドは
LIBOR フラット前後で推移した。10 年度のクレジットスプレッドは、09 年度以前の水準にとどまっていた。その結果とし
て、IFC は 11 年度に 93 百万ドルの未実現利益を計上し、10 年度に 226 百万ドルの未実現損失を計上した。
12 年度は、欧州国債市場の不安定な状況と経済活動の低迷の兆候により金利水準のさらなる低下がもたらされた。債券
市場における質への逃避に見られるように、資本市場におけるリスク選好は減退した。これにより、11 年度において LIBOR
フラット前後にとどまっていた AAA 格付の IFC 発行債の価格設定が好転したものの、12 年度末には LIBOR マイナス 5～10
ベーシスポイントに戻った。こうした流れおよび為替を基礎とするスワップ金利の動向により、スワップ再評価後の IFC
財務諸表に悪影響が生じ、12 年度は未実現損失 206 百万ドルを計上する結果となった。これに比べ、11 年度は未実現利
益 93 百万ドルを計上した。
12 年度において IFC は、投資（主としてプットオプション、ストックオプション、転換社債、ワラントおよびローンヘ
ッジスワップ）に係るデリバティブの純損失 13 百万ドルを計上した（11 年度は 62 百万ドルの純利益）
。12 年度において
は、利益および損失が非常に集中しており、5 つのデリバティブが利益の 113 百万ドルを占め、5 つのデリバティブが損
失の 73 百万ドルを占めていた（11 年度においては、5 つのデリバティブが利益の 140 百万ドルを占め、5 つのデリバティ
ブが損失の 58 百万ドルを占めていた）。

IDA への拠出金
IFC は、12 年度に IDA への拠出金を 330 百万ドル計上しており、11 年度においては 600 百万ドルを計上している。

その他包括利益

持分投資および負債証券に係る未実現損益
公正価値が容易に決定可能な市場で上場している IFC の負債証券投資および持分投資は、公正価値で評価され、売却可
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能として分類されている。これらの投資の未実現損益は、実現するまではその他包括利益(以下「OCI」という。)に計上
され、実現される際に純利益に振替えられる。OCI に計上される持分投資および負債証券の未実現損益の変動に大きな影
響を及ぼす要因は、(i) 新興市場における株式の世界的動向、および(ⅱ) 持分投資や負債証券を売却した際の利益の実
現である。
OCI における持分投資および負債証券に係る未実現利益および損失の変動（純額）は、以下のとおりである。
12 年度

11 年度

年度中に生じた持分投資の未実現純利益および損失―純額
未実現利益········································································

$ 290

未実現損失········································································

(813)

純利益に含まれる実現利益および減損に関する再分類調整額 ····························

277

持分投資に係る未実現利益および損失―純額 ············································ $ (246)

$ 697
(309)
(274)
$ 114

年度中に生じた負債証券の未実現利益および損失―純額
未実現利益········································································

$ 85

$ 234

未実現損失········································································ (358)
純利益に認識された実現利益、減損の非信用関連部分の評価減および純利益に含まれる減
損の評価減に関する再分類調整額·····················································
14
負債証券の未実現利益および損失―純額 ·················································$ (259)

(97)
4
$ 141

持分投資および負債証券に係る未実現利益および損失合計 ································$ (505)

$ 255

給付制度に係る未認識の数理計算上の差異―純額および未認識の過去勤務費用
年金およびその他退職後給付制度の積立状況の変動は、当年度の期間給付費用として純利益に認識されないものについ
ては、OCI に認識される。
12 年度において、IFC は 525 百万ドルの損失を被った。これは主として以下の要因による。
給付制度に係る数理計算上の未認識損失（純額）
：501 百万ドルの数理計算上の未認識損失（純額）は、主として、給付
債務の見積りに使用する割引率が低下したことおよび年金資産からの収益が減少したことによる。割引率については、最
大の給付制度である職員退職給付制度に係る給付債務の見積りにおいて使用される割引率の仮定が 2011 年 6 月 30 日現在
の 5.3％から、2012 年 6 月 30 日現在には 3.9％に低下した。
給付制度に係る未認識の過去勤務費用（純額）:24 百万ドルの未認識の過去勤務費用（純額）は、主として年金制度の
改訂によるものである。詳細については、12 年度連結財務諸表注記 W「年金およびその他の退職後給付」を参照のこと。
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ガバナンスおよび管理
上級経営陣の異動
2012 年 6 月 30 日以降における IFC の上級経営陣の異動は以下のとおりである。
Dr. Jim Yong Kim が総裁に就任。2012 年 7 月 1 日付。
Mr. Thierry Tanoh が 2012 年 7 月 16 日付でサハラ以南アフリカ、中南米・カリブ海諸国および西欧担当副総裁を退任。
Mr. Bernard Sheahan、国際インフラ事業および天然資源担当理事、がサハラ以南アフリカ、中南米・カリブ海諸国お
よび西欧担当副総裁代理に任命。就任期間 2012 年 7 月 16 日～2013 年 2 月 14 日。
Mr. Jin-Yong Cai が執行副総裁兼長官に就任。2012 年 10 月 1 日付。
Ms. Rachel Robbins が副総裁兼法務担当役員を退任。2012 年 10 月 31 日付。Mr. David Harris、副法務担当役員、が
副総裁兼法務担当役員を代行。代行期間 2012 年 11 月 1 日～2013 年 3 月 31 日。
Mr. Jean Philippe Prosper がサハラ以南アフリカ、中南米・カリブ海諸国担当副総裁に就任。2013 年 2 月 15 日付。
Mr. Dimitris Tsitsiragos の役職名が東欧、中央アジア、中東、北アフリカ担当副総裁から欧州、中央アジア、中東、
北アフリカ担当副総裁に変更。2013 年 2 月 15 日付。
Ms. Saadia Khairi の役職名がリスク、金融、戦略担当副総裁からリスク管理および報告担当副総裁に変更。2013 年 2
月 15 日付。
Mr. Rashad Kaldany の役職名が世界産業担当副総裁から副総裁兼最高執行責任者に変更。2013 年 2 月 15 日付。
Mr. Ethiopis Tafara が IFC の副総裁兼法務担当役員に任命。2013 年 4 月 1 日付。
Ms. Dorothy Berry が人事、コミュニケーション、総務担当副総裁を 2013 年 6 月 30 日付で退任。後任は置かず、2013
年 7 月 1 日付で、人事業務は Sean McGrath 指揮の下で、世界銀行グループ総合サービスおよび IFC Human Resources の
提携企業群に移管する。
Mr. Rashad Kaldany、副総裁兼最高執行責任者、が 2013 年 9 月 6 日付で IFC を退職。後任は未定。

ガバナンス全般
IFC の意思決定体制は、総務会、理事会、総裁、執行副総裁兼長官その他の役職員より構成されている。総務会は、最
高意思決定機関である。総務会メンバーは各加盟国政府より任命される。任期は 5 年間だが留任が可能である。総務会は、
国際金融公社協定により総務会に留保されている権利を除き、理事会に、そのすべての権利を行使する権限を委任できる。

役員の状況
国際金融公社協定に従い、理事会メンバーは、2 年に一度、加盟国政府より任命または選任されている。現在、理事会
は 25 名の理事で構成されている。各理事は IFC の役員でも職員でもない。理事会の中では唯一、総裁だけが経営陣に属
しており、投票権のない理事として理事会会長を務める。
理事会は、以下のようないくつかの委員会を設定している。
 監査委員会
 予算委員会
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 開発有効性委員会
 ガバナンスおよび執行理事による経営管理事項に関する委員会
 倫理委員会
 人事委員会
理事会および委員会は、世界銀行の本部において必要事項を継続的に協議している。各委員会の権限により、その役割
および責任が設定されている。各委員会は協議事項に関する投票を行わないため、その役割は主として理事会のメンバー
としての責任を果たすことにある。
理事会は、IFC の純利益の使途、すなわち利益剰余金とその特定目的の指定に関する総裁の提言を検討し、IFC の経営
全般に対する責任を負う。各理事は総務会および年次総会に出席する義務があり、監査済み財務諸表、管理予算、および
経営成績、方針ならびにその他の事項に関する年次報告書についての責任を有する。

監査委員会
メンバー
監査委員会は、理事会の 8 名のメンバーより構成される。監査委員会のメンバーは、理事と非公式に事前協議を行った
後、理事会議長の指名に基づき、理事会が決定する。

主な責務
監査委員会は、IFC の財務および会計（財務方針の有効性、財務諸表の完全性、財務、会計および倫理（詐欺や不正を
含む）に関する内部統制システムを含む）ならびに財務リスクおよびオペレーシャナル・リスクの監督および評価におい
て、理事会を補佐することを目的として理事会により任命されている。また監査委員会は、業績をレビューし、理事会に
外部監査人を推薦するとともに、外部監査人の独立性を監視する責任を担っている。監査委員会は内部監査機能を監督し、
年次内部監査計画のレビューに参加する。監査委員会はその職務を遂行するにあたり、経営陣、外部監査人および内部監
査人と、IFC の財政状態やリスク負担力に関連する財政上の課題および方針について討議する。監査委員会はまた、公表
前の財務諸表を外部監査人とともにレビューし、理事会に監査済み年次財務諸表の承認を求める。監査委員会は継続的に
コーポレートガバナンスの進展および監査委員会の役割を見直しており、2009 年 7 月にその権限の改定を行った。

執行委員会
監査委員会のメンバーは、監査委員会の権限に基づき、経営陣の出席を伴わない場合でも、随時、執行委員会を招集す
ることができる。監査委員会は、外部監査人および内部監査人とは別々に執行委員会を開催する。

外部専門家および経営陣との連絡
監査委員会は年間を通して、監査の実施に役立つ大量の情報を入手する。監査委員会は、年間を通して関連事項に関し
て公式・非公式の協議を行う。監査委員会は経営陣と自由に連絡を取ることができ、その権限において、検討された経営
上の課題についてレビューおよび協議を行う。
監査委員会は、特別な状況において、外部の法務、会計その他、適切と思われる助言者に助言や支援を求めることがで
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きる。

業務遂行
IFC は職員がその倫理的義務を理解することに資する労働環境を提供しており、これは基本的価値観および職員雇用の
原則において具現化されている。こうしたコミットメントの裏付けとして、当該機関には“Living our Values”
（価値観
を持って生きる）
（以下「規範集」という。）と題した行動規範集が制定されている。この規範集は世界銀行グループの世
界中のすべての職員に適用されており、www.worldbank.org より入手可能である。
当該規範集に加えて、職員向けガイダンスである“Staff and Administrative Manuals”
（職員および管理マニュアル）
が、研修プログラム、研修マテリアルおよびその他のリソースより提供されている。管理者は、内部システム、方針およ
び手続きが IFC の業務遂行の枠組みに適ったものとなるようにする責任を負っている。
倫理ヘルプラインおよび詐欺・不正ホットラインの両方があり、これは第三者サービスであり、世界中とコミュニケー
ションができるようさまざまな方法を提供している。通報手段には、電話、郵便、E メールまたはウェブサイトを経由し
て内密に通報することも可能である。
IFC には、経理、内部統制および監査手続き中に特定された業務遂行に関する提言および懸念を受領、留保および処理
するための手続きが制定されている。
職員規則は、詐欺、不正またはその他の公社の運営またはガバナンスを脅かす可能性のある不正行為を報告する場合の
職員の報告義務を明確化および体系化したものである。さらに、これらの諸規則は報復から保護することについても定め
てある。

監査人の独立性
IFC の外部監査人の任命については、理事会が承認した一連の原則によって管理されている。それらの原則の重要な特
性には以下が含まれる。
 外部監査人がすべての非監査関連業務を提供することを禁止する。
 すべての監査関連業務は、監査委員会の提言に基づき理事会が適宜、事前承認しなければならない。
 外部監査契約は 5 年とし、5 年ごとに入札により再募集する。2 期連続を限度とし、その後は交代を義務付けられる。
外部監査人は 5 年の任期で任命される。監査委員会の推薦に基づき、理事会の決定で承認され、毎年再任される。14
年度には KPMG LLP （以下「KPMG」という。）が IFC の外部監査人として 5 年任期の第 2 期目を務める予定である。
外部監査人と監査委員会とのコミュニケーションは、いずれか一方の当事者が必要と考える頻度で、継続的に行われる。
監査委員会は外部監査人と定期的に会議を行い、各監査委員は外部監査人と連絡を取り合う独立した権限を有している。
また、IFC の外部監査人は、米国で一般に公正妥当と認められる監査基準に基づき、監査委員会とのコミュニケーション
規定を遵守している。

内部統制
財務報告に係る内部統制
経営陣は毎年、6 月 30 日現在における IFC の外部財務報告に係る内部統制システムが、トレッドウェイ委員会組織委員
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会（COSO）による 1992 年発行の「内部統制の統合的枠組み」に記された外部財務報告に係る有効な内部統制の基準を満
たしているかについての意見書を作成している。
同時に、IFC の外部監査人は、外部財務報告に係る内部統制の有効性についての経営陣の意見書がすべての重要な点に
おいて適正に表示されている旨を示す証明書を発行している。
経営陣は毎年度、財務報告書の対象年度中に行われた内部統制の変更が、外部財務報告に係る IFC の内部統制に重要な
影響を与えているか、または重要な影響を与える合理的な可能性があるかを判断することを目的として、外部財務報告に
係る内部統制の評価を行っている。2013 年 6 月 30 日現在、そのような変更は行われていない。

開示の統制および手続
開示の統制および手続は、IFC が、開示が要求されている情報を収集し、経営陣に伝達し、必要に応じて、適時に要求
された開示に関する決定を下すことができるようにするために整備されたプロセスである。経営陣は、こうした統制およ
び手続の有効性の評価を行っている。経営陣は、その評価に基づき、2013 年 6 月 30 日現在、これらの統制および手続き
が有効であると結論づけた。

監査報酬
13 年度および 12 年度については、KPMG が IFC の独立外部監査人を務めた。13 年度および 12 年度に KPMG が IFC に提供
した専門的業務に対する報酬合計（回収可能な費用を含む）は、以下のとおりである。IFC、AMC および AMC が管理するフ
ァンドに対する監査および監査関連業務に関して KPMG が稼得した報酬は、合計 2.74 百万ドル（12 年度は 2.52 百万ドル）
で、内訳は監査業務が 2.37 百万ドル（12 年度は 2.21 百万ドル）および監査関連業務が 0.37 百万ドル（12 年度は 0.31
百万ドル）である。KPMG が実施した監査関連業務は監査業務と密接に関係しており、多くの場合、IFC の独立外部監査人
のみが提供可能な業務であった。それらの監査関連業務には、会計コンサルティング、財務諸表の翻訳業務、コンフォー
トレターおよび IFC の借入活動を支援するその他の報告、
ならびに合意された手続き等の特定の証明業務が含まれている。

IFC の組織および管理
加盟国
IFC は 1956 年に当初 56 の加盟国をもって設立された。2013 年 6 月 30 日現在、加盟国は 184 カ国に増加している。IFC
の加盟国は IBRD のメンバーのみに公開されており、IFC が規定する条件を遵守している。
加盟国は、書面で通知することによって IFC から脱退することが可能であるが、加盟国でなくなったとしても当該加盟
国政府の IFC に対するすべての債務が免除されることはない。脱退の際に IFC は、当該加盟国政府の株式資本の買戻しを
手配する。また、加盟国が IFC に対する何らかの義務を履行出来なかった場合には、IFC の総投票権の過半数を行使する、
総務会の過半数の決定によって当該加盟国の資格を停止する場合がある。

管理体制
IFC の管理体制は、総務会、理事会、総裁、副総裁、その他の役員および職員より構成されている。
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IFC の全権限は総務会に委ねられている。総務会は IFC の各加盟国から 1 名ずつ任命された総務（および各 1 名の総務
代理）で構成されている。各加盟国は 250 票に加えて、保有する株式 1 株につき 1 票の投票権を持っている。国際金融公
社協定に特に記載がない限り、IFC に関する事項はすべて多数決により過半数の獲得で決定される。総務会は年 1 回、定
例会議を開催しているが、当該協定に基づき総務会の専権事項と定められているものを除き、IFC に関するすべての権利
を行使する権限を理事会に委譲している。
理事会は、IFC の運営全般を実行する責任がある。理事会は(i)IFC 加盟国でもある IBRD 加盟国から任命されたか、ま
たは(ii)IFC 加盟国でもある IBRD 加盟国の少なくとも 1 加盟国の票を獲得したことによって選出された IBRD 執行役員よ
り構成されている。各理事は、それぞれが任命された加盟国の票数、または選出された加盟国（または国々）の票数を投
票する権利がある。理事会は現在、25 名の理事で構成されている。5 名の理事は、各加盟国より任命され、残りの 20 名
は、他の加盟国を代表する総務により選出されている。IBRD 総裁は職務上、IFC の理事会議長を兼任している。
総裁は IFC の運営スタッフの最高責任者であり、理事会で任命される。理事会の指示および管理に基づき、総裁は組織
ならびに役員および職員の任命および解任を行う責任がある。IFC の通常業務を遂行する権限は執行副総裁に委ねられて
いる。
以下は、2013 年 11 月 15 日現在の IFC の主要役員の一覧である。
総裁 .....................................................................................
Dr. Jim Yong Kim
執行副総裁兼長官 .........................................................................
Jin-Yong Cai
副総裁、金融および民間部門開発担当 .......................................................
Janamitra Devan
副総裁、アジア・太平洋担当 ...............................................................
Karin Finkelston
副総裁、財務・シンジケーション担当 .......................................................
Jingdong Hua
副総裁、リスク管理およびポートフォリオ担当 ...............................................
Saadia Khairi
Jean Philippe Prosper
副総裁、サハラ以南アフリカ、中南米・カリブ海諸国担当 .....................................

副総裁、ビジネスアドバイザリーサービス担当 ...............................................
Nena Stoiljkovic
副総裁兼法務担当 .........................................................................
Ethiopis Tafara
副総裁、欧州、中央アジア、中東、北アフリカ担当 ...........................................
Dimitris Tsitsiragos
CEO、IFC Asset Management Company LLC (IFC の完全所有子会社) ..............................
Gavin E.R. Wilson
IFC は IBRD とは別個の法人である。IFC の資金は分別保管されており、IBRD の資金とは別個のものであり、IFC の債務
は IBRD の債務ではなく、また IBRD によって保証されてもいない。

設立協定
設立協定は IFC の管理憲章である。設立協定は IFC の目的、資本構成および組織を規定しており、IFC が従事する可能
性のある業務を承認し、それらの業務の遂行に関する制約を規定し、加盟国における IFC の地位、特権および免責を制定
している。また協定には新規加盟国の加盟に関する規定、IFC の授権資本の増加に関する規定、IFC が資金を投資する際
の条件、IFC の純利益の加盟国への分配、加盟国の脱退、資格停止、および IFC の業務停止についての規定が含まれてい
る。
当該設立協定の規定に基づき、設立協定は、総投票権の 85％を行使する総務の 5 分の 3 の賛成票を得た場合のみ改定す
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ることができる（全総務の賛成票を改定の要件とする特定の条項を除く。）
。当該協定はさらに、加盟国および IFC、また
は IFC の加盟国間で協定の条項の解釈に関して疑義が生じた場合には理事会が決定すると規定している。加盟国は理事会
の決定を総務会に付託することができ、総務会の決定が最終的なものとなる。この付託による結論が出るまでは、IFC は
理事会の決定に基づいて行動することができる。
国際金融公社協定の全文はワシントン D.C.の IFC 本部で閲覧およびコピーの取得が可能であり、www.ifc.org より入手
可能である。

法的地位、免責および特権
当該協定には、IFC の各加盟国の領土内における法的地位、特定の免責事項および特権に係る条項が含まれており、以
下のとおり要約されている。
IFC は完全な法人格を有し、契約を締結し、資産を取得および処分し、訴訟を提起する能力を有しており、また訴訟を
提起される可能性がある。IFC に対する訴訟は、IFC が事務所を有し、訴訟に係る送達を受け取る代理人を有している加
盟国または IFC が証券の発行もしくは保証を行った加盟国の領域内に管轄権を有する裁判所においてのみ提起することが
できる。ただし、加盟国または加盟国を代理する者、または加盟国から請求権を取得した者は IFC に訴訟を提起すること
はできない。
IFC の総務、理事、その代理ならびに役員および従業員は、彼らがその正式な職権の下で行った行為については法的手
続きを免除される。
IFC の公文書は不可侵とし、IFC の財産および資産は IFC に対する最終判決が下るまでは押収、差押えまたは強制執行
を免除される。IFC の財産および資産はまた、捜索、徴用、没収、徴収その他、あらゆる形式の強制処分または法的措置
を免除される。
IFC、IFC の資産、財産、収益および協定で認められた運用および取引は、加盟国によって課されるすべての租税および
関税を免除される。また、IFC はいかなる租税および関税の徴収義務からも免除される。
当該協定に基づき、IFC が発行もしくは保証した証券およびその利息もしくは配当金は、(a) IFC が発行もしくは保証
したことのみを理由としてかかる証券を差別する、または(b)それらの証券が発行される、支払いが行われる、もしくは
支払いが行われる可能性のある場所もしくは通貨、または IFC が維持する事務所もしくは事業所の所在地を課税上の唯一
の管轄基準とする場合、課税対象となることはない。
IFC は自己の裁量において、当該協定に基づいて与えられた特権および免責の一部を、IFC が決定する条件において放
棄することがある。

経営者の討議と分析
2013 年 9 月 30 日現在および同日終了の 3 ヶ月間
はじめに
この経営者の討議と分析は、13 年度の IFC 連結財務諸表および経営者の討議と分析と併せて読まれるべきものである。
なお、将来の見通しに関する記述について IFC は何ら更新すべき責任を負うものではない。
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IFC 連結財務諸表の作成基準
IFC の会計および財務報告は US GAAP に準拠している。会計方針の詳細については、2013 年 9 月 30 日現在および同日
に終了した 3 ヶ月間の要約連結財務諸表（以下 14 年度第 1 四半期財務諸表」という。）に対する注記 A で詳述している。

主要財務データおよび財務比率
2013 年 9 月 30 日現在
および
同日終了の 3 ヶ月間

2012 年 9 月 30 日現在
および
同日終了の 3 ヶ月間

2013 年 6 月 30 日
終了年度

投資プログラム（金額単位：百万ドル）
IFC のコミットメント .....................................

$3,659

$3,307

中核資金動員 ............................................

443

735

$18,349
6,504

契約合計 ................................................

$4,102

$4,042

$24,853

IDA 拠出金控除前利益 .....................................

$247

$465

$1,350

IDA 拠出金 ...............................................

-

-

純利益 ..................................................

$247

$465

損益（金額単位：百万ドル）

非支配会社持分に帰すべき純損（益） .......................

(3)

(340)
$1,010

-

8

$244

$465

$1,018

平均資産収益率 (US GAAP による) ..........................

1.2%

2.4%

1.3%

平均資本収益率 (US GAAP による) ..........................

4.4%

8.9%

4.8%

IFC に帰すべき純利益 .....................................
財務比率6

利用可能総資源に対する展開可能戦略資本 ...................

7%

10%

8%

外部調達資金の流動性レベル...............................

363%

342%

309%

負債・資本比率 ..........................................

2.8:1

2.7:1

2.6:1

今後 3 年間の予測正味現金需要に対する現金および流動性の
ある投資 ................................................

83%

83%

77%

IFC の負債・資本比率は 2.8：1 であり、理事会承認済の方針が定める最大限比率の 4：1 以内に十分おさまっていた。
外部調達資金による流動性比率は 363％と、理事会の定める最低要件の 65％を上回っており、また、今後 3 年間の予測正
味現金需要に対する総流動性についても 83％と、理事会の定める最低要件である 45％を上回っていた。

決算の概要
IFC は、民間セクターの開発を促進することにより開発途上加盟国の経済的成長を促すために 1956 年に設立された国際
機関である。IFC は、IBRD、IDA、MIGA および ICSID を含む世界銀行グループメンバーである。IFC は、IBRD、IDA、MIGA
および ICSID とは法律的に別個の独立した法人であり、独自の設立協定、資本資本、財務構造、経営陣および職員を有し
ている。IFC への加盟は IBRD の加盟国に限定されている。2013 年 9 月 30 日現在、IFC の株式資本のすべては 184 カ国の
加盟国により保有されている。

6

収益は年換算されている。
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IFC は開発途上国における持続可能な経済成長を促すため、国際金融市場の資本を動員して途上国の民間セクター向け
に資金を提供するとともに、民間企業および政府に対するアドバイザリーサービスも行っている。IFC の主な投資商品は
貸出金および持分投資ならびに少額の負債証券および信用保証のポートフォリオである。また、IFC では、多くの手法を
通じて他の投融資家から追加の資金動員を行うための積極的かつ直接的な役割も果たしており、そうした手法は、主とし
て中核資金動員で構成されている。他の開発援助機関と異なり、IFC はそのエクスポージャーについて、受け入れ国政府
による保証を受けていない。IFC はその融資活動の資金のほぼすべてを、国際資本市場で発行する債券によって調達し、
IBRD からの借入枠を小額にとどめている。持分投資は自己資本で調達される。借入計画については、13 年度は上限 100
億ドルの借入計画のほか、14 年度のファンディングプログラムに向けた 13 年度中の事前ファンディング用に上限 20 億ド
ルの借入が承認されていた。14 年度については、上限 135 億ドルの借入計画のほか、14 年度のプログラム終了を条件に、
15 年度に向けた 14 年度中の事前ファンディング用借入が上限 20 億ドルで承認されている。
IFC の資本および資産・負債は、持分投資を除いて、基本的にドルで表示しており、各種通貨建てによる資産について
は、特徴を同じくする負債の通貨および金利と緊密に一致させることによって為替リスクおよび金利リスクの最小化を図
っている。また IFC では、非持分投資および特定の融資に係る通貨および金利の残余リスクを、通常、通貨スワップおよ
び金利スワップ等ならびにデリバティブ商品を利用して管理している。
この経営者の討議と分析には「～と予想する」
、
「～と思われる」、
「～と期待する」、
「～するつもりである」
、
「～を計画
している」といった将来に向けての表現が使われている。これらは現在の予測に基づいた仮定や予定を数多く含んでおり、
そこにあるリスクや不確実性は IFC が制御できるものではない。したがって、将来の実際の結果は、現時点の予測と大き
く異なる可能性がある。

財務状況の概要
IFC の純利益は、財務状況を変動させる多くの要因からの影響を受けている。IFC の財務状況についての詳細は「業績」
の項を参照のこと。

2013 年 9 月 30 日に終了した 3 ヶ月間
IFC の、公正価値評価で評価されるその他非トレーディング金融商品の未実現純損益および IDA 拠出金を考慮する前の
利益は、2012 年 9 月 30 日に終了した 3 ヶ月（以下「13 年度第 1 四半期」という。）は 296 百万ドル、2013 年 9 月 30 日に
終了した 3 ヶ月（以下「14 年度第 1 四半期」という。
）は 325 百万ドルであった。14 年度第 1 四半期は 13 年度第 1 四半
期に比べて 29 百万ドル増加しているが、この主要因は以下のとおりである（単位：百万ドル）。
14 年度第 1 四半期と 13 年度第 1 四半期の比較
増（減）

持分投資および関連デリバティブによる純利益 ············································

135

持分投資に係る一時的でない減損 ························································

33

非トレーディング活動に係る外為取引損益 ················································

17

貸出金、保証およびその他未収金による損失引当金繰入 ····································

(42)

流動資産のトレーディング活動による収益 ················································
その他（純額） ········································································

(143)
29

64

変動額合計 ············································································

29

公正価値で評価される非トレーディング金融商品に係る未実現利益は、14 年度第 1 四半期は合計 78 百万ドル（13 年度
第 1 四半期は 169 百万ドル）で、14 年度第 1 四半期と 13 年度第 1 四半期は IDA 拠出金がゼロであったため、純利益は 14
年度第 1 四半期が 247 百万ドル、13 年度第 1 四半期が 465 百万ドルとなった。14 年度第 1 四半期は非支配会社持分に帰
すべき純利益が 3 百万ドルであったため、IFC に帰すべき純利益は 244 百万ドルとなった（13 年度第 1 四半期は非支配会
社持分に帰すべき純利益がゼロであったため 465 百万ドル）。
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顧客関連業務
事業の概要
IFC は開発途上国における持続可能な経済成長を促すため、国際金融市場の資本を動員して途上国の民間セクター向け
に資金を提供するとともに、民間企業および政府に対するアドバイザリーサービスも行っている。
IFC の 5 つの戦略的重点領域は次のとおりである。
 フロンティア市場への注力度を高める
 気候変動の問題および環境・社会の持続可能性の確保に取り組む
 インフラ、健康、教育および食糧サプライチェーンの向上に向けて民間セクターの成長を促す
 各地域金融市場を育成する
 新興市場における長期的な顧客関係を構築する
すべての新規投資プロジェクトに対して、IFC では持続可能な開発において予測される影響を明確にすること、また IFC
はプロジェクトが進行するに従って、開発により実現した利益の質的評価を行っている。
IFC が優先する戦略的重点領域は世界銀行グループが優先する世界的問題への取組みと一致している。
IFC の 3 つの事業は、投資業務、アドバイザリーサービスおよび資産運用である。

投資業務
IFC の投資活動は通常、発展途上の加盟国が対象である。設立協定では IFC の投資先は生産的な民間企業であることが
要件となっている。ただし、部分的に公共セクターに所有されている場合でも、当該企業が現地の商法および会社法の下
で設立されており、受入れ国政府のコントロールを受けずに市場ベースの収益性を基準とした運営が行われている、ある
いは部分的または全面的な民営化が予定されている企業であれば適格な投資対象となる。
IFC は顧客にさまざまな金融商品および金融サービスを提供することによって、持続可能な事業の促進、起業の奨励、
および IFC にしかできない資源動員を行っている。IFC の金融商品は各プロジェクトの必要性に適合するように調整され
ている。投資商品には、貸出金、持分投資、貿易金融、ローンパーティシペーション、ストラクチャードファイナンス、
顧客向けリスク管理サービス、混合融資などがある。
IFC はプロジェクトの成果、契約義務および IFC の内部方針・手続の遵守状況について慎重に監督、監視を行っている。

アドバイザリーサービス
アドバイザリーサービスは IFC の主要任務であり、その使命を達成するうえでますます重要なツールとなっている。政
府顧客に対しては有効な民間投資環境の創出支援、また民間顧客に対しては能力やノウハウの強化を行うことによって困
難な市場へと手を広げるうえで、アドバイザリーサービスは必要不可欠な役割を担っている。
この IFC のアドバイザリーサービスは次の 4 種類の業務ラインで構成されている。
金融アクセス ― 金融仲介業者と協力し、金融サービスへのアクセスを拡大する。SME 向け金融や小規模・消費者金融
に関する助言を行うとともに、金融インフラの利用を有効なものにする。
投資環境 ― 各国政府と協力して、民間セクターが成長・発達に伴い役割を拡大していけるような環境を創出する。
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事業規制、税制、投資政策、産業別の投資環境改革などに関して助言を行う。
官民提携 ― 各国政府に対し、インフラ整備やその他の基礎的公共事業における官民提携（PPP）の設計および実施を
支援する。PPP への委託事項の作成・構築に関する助言を行う。
事業の持続可能性 ― 各企業およびそのサプライチェーンに対し、環境、社会およびガバナンスに関する健全な実践
方法や技術の導入促進やそれらに対する投資を触媒することによって競争力を生み出せるよう協力する。
IFC のアドバイザリープロジェクトの約半分は、政府顧客に対して IFC その他に対する投資機会の解放を援助するもの
であり、たとえば各国政府に対し投資環境の改善や PPP の設計および実施を支援するなど、IBRD や国際通貨基金の業務を
補完する形で行う場合もある。アドバイザリープロジェクトの残りの半分は民間セクターの顧客を対象に、望ましい商慣
行に向けて能力を育成したりビジネスケースを実践したりするものである。投資業務とアドバイザリーサービスは同時に
または連続して提供される場合がある。たとえば農業セクターにおける小規模金融、SME バンキング、エネルギー効率化
融資、コーポレートガバナンス、サプライチェーン開発などがその例である。
アドバイザリーサービスは IFC の共通優先事業に十分な貢献を果たしている。IFC では新規市場や困難な市場には、ま
ず初めにアドバイザリーサービスを提供することが多い。各種のアドバイザリーサービスはこれまで常に相互間の整合性
強化に努めてきており、とりわけ紛争・脆弱地域、気候変動、SME、農業関連産業、インフラストラクチャーに係る投資
業務との相乗作用が高まるとともに、その中で性（ジェンダー）の問題が横断的に優先課題となっている。

AMC
AMC は IFC の完全子会社である。同社は発展途上市場およびフロンティア市場に第三者資金および IFC の資金を投下し、
IFC の専門知識・技術によって強力な投資収益を達成する。これにより、外部投資家には利益がもたらされ、投資対象国
には発展に向けてのプラスの効果がもたらされる。AMC が運用管理するこうしたファンドの資金提供元には、政府系投資
ファンド、国民年金基金、国際開発機関（多国間および 2 国間）
、政府系開発機関および国際金融機関などがある。AMC
により、途上国の生産的な民間企業のために IFC が動員する資本原資はさらに拡大する。
AMC は 2013 年 9 月 30 日現在、次の 7 つのファンド、総額 61 億ドルを運用中であった。
 エクイティキャピタリゼーションファンド
 劣後債キャピタリゼーションファンド
 ALAC ファンド
 アフリカキャピタリゼーションファンド
 ロシア銀行キャップファンド
 カタリストファンド
 グローバルインフラストラクチャーファンド
エクイティキャピタリゼーションファンドおよび劣後債キャピタリゼーションファンドについては「グローバルキャピ
タリゼーションファンド」と総称している。
グローバルキャピタリゼーションファンドはいずれも 2009 年 6 月 30 日終了年度（09 年度）の創設で、新興市場におけ
る主要銀行を計画的に強化することを支援している。
ALAC ファンドは 10 年度の創設で、サハラ以南アフリカ、中南米、カリブ海諸国におけるさまざまなセクターを対象と
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した持分投資を行っている。
アフリカキャピタリゼーションファンドは 10 年度の創設で、北アフリカおよびサハラ以南アフリカにおける主要商業
銀行に対し計画的に出資していくためのものである。
ロシア銀行キャップファンドは 12 年度の創設で、ロシアにおいて(i)民間で所有され管理されていること、(ii)国が所
有していること、または(iii)国の管理下にあり将来民営化が確実であることのいずれかを満たす中規模の商業銀行に対
して投資を行うものである。
カタリストファンドは 13 年度の創設で、新興市場における環境・資源効率重視型のプライベート・エクイティファン
ドから投資対象先を選別している。
グローバルインフラストラクチャーファンドは 13 年度の創設で、世界中の新興市場において、インフラストラクチャ
ー部門への持分および持分関連投資を重点的に行っている。
2013 年 9 月 30 日現在および 2012 年 9 月 30 日現在、ならびにそれまでの 3 ヵ月間に AMC が運用していた資金の状況は
次のとおりである（別段の表示がない限り金額単位は百万ドル）
。
エクイティ
キャピタリゼーション
ファンド

劣後債
キャピタリゼーション
ファンド

ALAC
ファンド

アフリカ
キャピタリゼーション
ファンド

ロシア銀行
キャップ
ファンド

カタリスト
ファンド

グローバル
インフラ
ストラクチャー
ファンド

合計

$1,275

$1,725

$1,000

$182

$550

$347

$1,050

$6,129

IFC からの資産 ························

775

225

200

-

250

75

200

1,725

その他の投資家からの資産 ·············

500

1,500

800

182

300

272

850

4,404

IFC からの資金 ························

－

－

10

－

2

8

11

31

その他の投資家からの資金 ·············

－

－

38

－

2

27

45

112

IFC からの資金 ······

1

－

3

－

5

2

1

12

その他の投資家からの資金 ·············

1

3

11

1

6

6

8

36

ファンドによる払込 ·····················

4

－

11

－

4

－

－

19

ファンドによる払込（件数） ·············

1

－

2

－

1

－

－

4

2013 年 9 月 30 日現在の資産 ············

2013 年 9 月 30 日終了年度
投資先へのコミットメント：

投資家からファンドへの払込：

エクイティ
キャピタリゼーション
ファンド

劣後債
キャピタリゼーション
ファンド

ALAC
ファンド

アフリカ
キャピタリゼーション
ファンド

ロシア銀行
キャップ
ファンド

カタリスト
ファンド

グローバル
インフラ
ストラクチャー
ファンド

合計

$1,275

$1,725

$1,000

$182

$275

$－

$－

$4,457

IFC からの資産 ························

775

225

200

-

125

－

－

1,325

その他の投資家からの資産 ·············

500

1,500

800

182

150

－

－

3,132

106

－

15

－

－

－

－

121

2012 年 9 月 30 日現在の資産 ············

2012 年 9 月 30 日終了年度
投資先へのコミットメント：
IFC からの資金 ························

68

68

－

61

73

－

－

－

202

IFC からの資金 ························

28

－

12

－

1

－

－

41

その他の投資家からの資金 ·············

18

1

47

51

1

－

－

118

ファンドによる払込 ·····················

48

－

57

50

-

－

－

155

ファンドによる払込（件数） ·············

1

－

5

2

-

－

－

8

その他の投資家からの資金 ·············
投資家からファンドへの払込：

投資プログラム
契約
14 年度第 1 四半期における契約は、13 年度第 1 四半期の合計 4,042 百万ドルを 1.5％上回る合計 4,102 百万ドルであっ
た。その内訳は IFC の契約が合計 3,659 百万ドル（13 年度第 1 四半期は 3,307 百万ドル）
、および中核資金動員が合計 443
百万ドルであった（13 年度第 1 四半期は 735 百万ドル）。
14 年度第 1 四半期および 13 年度第 1 四半期の契約の構成は次のとおりである（単位は百万ドル）
。
14 年度
第 1 四半期

契約合計7 ························································································

13 年度
第 1 四半期

$4,102

$4,042

貸出金 ·························································································

$1,608

$1,449

持分投資 ·······················································································

378

490

GTFP ·························································································

1,575

1,267

その他 ·······················································································

88

-

顧客リスク管理 ·················································································

10

101

IFC の契約合計 ······················································································

$3,659

$3,307

ローンパーティシペーション····································································

$230

$120

パラレルローン ···············································································

18

22

その他の資金動員 ·············································································

-

11

ローンパーティシペーション、パラレルローンおよびその他資金動員合計·······························

$248

$153

エクイティファンドキャピタリゼーションファンド ················································

$ -

68

ALAC ファンド ················································································

38

61

アフリカキャピタリゼーションファンド ··························································

-
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ロシア銀行キャップファンド····································································

2

－

グローバルインフラストラクチャーファンド ······················································

45

－

AMC 合計 ·······················································································

$85

$202

PPP ··························································································

$110

$300

インフラ危機ファシリティ······································································

-
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IFC の契約

保証：

中核資金動員
ローンパーティシペーション、パラレルローンおよびその他の資金動員

AMC：

その他のイニシアティブ：

7

負債証券の契約は、その主たる特徴に応じて貸出金または持分投資に分類されている。

69

その他のイニシアティブ合計 ·····································································

$110

$380

中核資金動員合計 ···················································································

$443

$735

中核資金動員比率 ·················································································

0.12

0.22

中核資金動員
中核資金動員とは、IFC が直接関与することにより、顧客が IFC 以外の事業体から資金調達出来るようにすることであ
る。IFC 自体はどのプロジェクトにおいても通常、コストの 25％までの一部の資金提供のみを行うため、IFC の金融プロ
ジェクトにはすべて、他の出資協力者が必要となる。そのため、IFC では民間セクター向けの資金調達をローンパーティ
シペーション、パラレルローン、部分信用保証、証券化、貸出債権売却、およびリスク分担ファシリティを通じて、他の
事業体から資金を動員している。IFC は 09 年度に AMC ほか多くの新しいイニシアティブをそれぞれに中核資金動員機能を
持たせて立ち上げ、それらを評価に含めるべく資源動員の定義を改訂した。12 年度には、IFC は、中核資金動員の定義を
拡大し、IFC が委託された国家、地方自治体その他の統治機構に対する主要アドバイザーとしての役割により PPP プロジ
ェクトのために利用可能な第三者融資を含めるようにした。

中核資金動員比率
中核資金動員比率は以下のように求める。
ローンパーティシペーション ＋ パラレルローン ＋ 貸出債権売却その他の資金動員 ＋
ストラクチャードファイナンスの非IFC部分で中核資金動員の要件を満たすもの ＋
イニシアティブへの非IFCコミットメント ＋ AMCが運用するファンドへの非IFCの投資契約残高 ＋ PPP資金動員
契約高(IFCの投資額 ＋ ストラクチャードファイナンスのIFC部分 ＋ 新イニシアティブへのIFC契約高
＋ AMCが運用するファンドのIFCの投資契約高)

IFC による資源動員（ローンパーティシペーション、パラレルローン、その他の資金動員、ストラクチャードファイナ
ンスの非 IFC 部分、イニシアティブの非 IFC 契約、および AMC が運用するファンドの非 IFC 投資契約の形式によるもの）
は、14 年度第 1 四半期において約定 1 ドル当たり 0.12 ドル（13 年度第 1 四半期は 0.22 ドル）であった。

実行額
14 年度第 1 四半期において IFC は、2,346 百万ドル（13 年度第 1 四半期は 2,235 百万ドル）を自己勘定により実行して
おり、その内訳は貸出金が 1,858 百万ドル（13 年度第 1 四半期は 1,757 百万ドル）
、持分投資が 340 百万ドル（13 年度第
1 四半期は 417 百万ドル）―これには非支配株主持分に帰すべき 1 百万ドル（13 年度第 1 四半期はゼロ）が含まれている
―および、負債証券投資が 148 百万ドル（13 年度第 1 四半期は 61 百万ドル）である。

投資ポートフォリオ
2013 年 9 月 30 日現在における投資ポートフォリオの簿価は合計 35,928 百万ドル（2013 年 6 月 30 日現在は 34,677 百
万ドル）であり、その内訳は貸出金ポートフォリオが 21,775 百万ドル（2013 年 6 月 30 日現在は 20,831 百万ドル）
、持分
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ポートフォリオが 11,952 百万ドル（2013 年 6 月 30 日現在は 11,695 百万ドル）
、負債証券ポートフォリオが 2,201 百万ド
ル（2013 年 6 月 30 日現在は 2,151 百万ドル）である。
投資ポートフォリオの簿価を構成する要素は、(i)実行済投資ポートフォリオ、(ii)貸倒引当金、(iii)未償却の繰延融
資手数料、純額その他、(iv)実行額のうち関連金融商品に配賦されて他の資産またはデリバティブ資産に別途計上される
部分、(v)IFC の連結子会社である変動持分事業体による持分投資の未実現損益、(vi)売却可能として公正価値で会計処理
される投資の未実現損益、および(vii)投資の未実現損益である。

保証および部分信用保証
IFC は、顧客のボンドまたは貸出金に対する債務をリスク分担により部分的に信用保証することも行っている。保証の
対象は顧客の債券および営業債務で、商業リスクさらに非商業リスクも保証している。現地通貨による保証も行っている
が、保証を履行した際には IFC に対する弁済を、通常ドルで行わねばならないこととなっている。保証料は IFC の貸出金
のプライシング設定と同じ基準である。2013 年 9 月 30 日現在の保証契約残高（未請求部分）は 3,280 百万ドルであった
（2013 年 6 月 30 日現在は 3,565 百万ドル）。

流動資産
IFC では、流動資産ポートフォリオを通常は、政府、政府機関、国際機関、優良企業等が発行または無条件保証してい
る高格付の固定利付および変動利付証書に投資しており、資産担保証券（「ABS」
）やモーゲージ担保証券（
「MBS」）
、定期
預金、その他の銀行・金融機関による無条件の支払い義務のある証券も含んでいる。こうした投資を多元分散することで
有利なリスク・リターン特性を確保するためである。IFC ではこれらの投資に伴う市場リスクを、通貨スワップ、金利ス
ワップおよび金融先物を中心としたデリバティブ商品を含む各種のヘッジ手段によって管理している。
IFC の流動資産は 8 種類のポートフォリオに投資されており、これらはすべてトレーディングポートフォリオとして会
計処理されている。
2013 年 9 月 30 日現在、流動資産ポートフォリオの純資産価値は 348 億ドルであった（2013 年 6 月 30 日現在は 312 億
ドル）。この市場借入の正味手取金による投資額と投資ポートフォリオの収益額によるポートフォリオの大幅な増加は、
投資実行により一部相殺された。
IFC では流動資産を運用するうえで、一定のリスクパラメーター範囲内のベンチマークを参照することでポートフォリ
オベースの投資を行うという柔軟な方法をとっている。このポートフォリオ単位の運用戦略の実施においては、先物やオ
プションなどのデリバティブ商品を利用し、さまざまな産業セクターや国でのポジションを取っている。
流動資産の運用はすべて理事会が認めた投資権限に基づき、IFC のコーポレートリスク委員会（IFC マネジメントチー
ムの小委員会）による流動資産投資指針に従って行われている。
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資金調達原資
借入金
IFC の借入金は大部分が国際資本市場からのものである。設立協定上、加盟国および借入通貨の加盟国の承認を得た場
合にのみ、IFC はその加盟国の一般市場から借入を行えることになっている。IFC の 14 年度第 1 四半期の中長期借入額（借
入に係るデリバティブ効果を考慮後）は 59 億ドルであった（13 年度第 1 四半期は 28 億ドル）
。
市場からの借入金は、通常は変動レートによるドル債務にスワップされる。IFC では、現地の国内資本市場の発展を援
助するという指命があるため、現地通貨で資金を調達することがある。そのように調達した資金は同じ現地通貨に投資し
たり、顧客に融資したり、一部をドルにスワップする場合もある。2013 年 9 月 30 日現在の非ドル通貨市場からの借入金
6 億ドルは中国人民元、CFA フラン、ドミニカペソ、ナイジェリアナイラ、ニューザンビアクワチャおよびロシアルーブ
ルによるものであり、上記の目的に使用された（2013 年 6 月 30 日現在は 5 億ドル）
。

資本金および利益剰余金
要約連結貸借対照表に計上されている IFC の資本合計額は、2013 年 6 月 30 日現在の 222.8 億ドルに対し、2013 年 9 月
30 日現在は 225.2 億ドルと増加しており、
その内訳は払込資本金 24 億ドル（2013 年 6 月 30 日現在と実質的に変わらず）、
利益剰余金 189.6 億ドル（2013 年 6 月 30 日現在は 187.2 億ドル）
、累積その他包括利益 11.1 億ドル（2013 年 6 月 30 日
現在は 11.2 億ドル）である。
非支配持分は 2013 年 9 月 30 日現在 0.5 億ドルである（2013 年 6 月 30 日現在は 0.4 億ドル）
。
2013 年 9 月 30 日現在、IFC の授権資本金は 25.8 億ドルであり、そのうち 24 億ドルが引受済および払込済である。こ
れは 2013 年 6 月 30 日現在からほとんど変わっていない。

選択増資
2010 年 7 月 20 日、理事会は、総務会に対して IFC の授権資本を 130 百万ドルから 2,580 百万ドルに増資することおよ
び、これを 200 百万ドルの株式発行（このうち 70 百万ドルは未割当てとする。
）によることを提案した。また理事会は総
務会に対して、途上国および体制移行国の発言力および関与を高めることを目的として基礎票の増加の承認および、これ
に従った IFC の設立協定書の改訂を提案した。
理事会によって提唱された決議は、2012 年 3 月 9 日に総務会により採択された。設立協定書の改訂および授権資本の増
加は、2012 年 6 月 27 日より有効となっている。同日、適格メンバーは、メンバーに割当てられた IFC 株式への出資を承
認した。引受期間は、2014 年 6 月 27 日までで、2015 年 6 月 27 日までに引受株式の支払を行わなければならない。選択
増資に関連して IFC に払い込まれた金額は、2013 年 9 月 30 日に終了した 3 ヶ月間では 50 万ドル弱（2012 年 9 月 30 日に
終了した 3 ヶ月間ではゼロ）であった。

特定目的のために指定された利益剰余金
IFC では 04 年度より、アドバイザリーサービスの支援を拡大するために特定目的のために指定された利益剰余金を設定
した。これに続いて、PBG（05 年度）
、IDA 拠出金（06 年度）
、世界的公共設備プロジェクト開発基金（08 年度）
、および
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IDA 加盟国のための IFC SME（中小企業）ベンチャー支援（08 年度）のための特定目的のために指定された利益剰余金が
設定された。利益剰余金の金額および目的の指定は、理事会が承認した基本方針に基づいて行われる。この方針は、毎年
IFC の資金力を評価するため、および利益剰余金の指定の上限額を決定するために適用される。
特定目的のために指定可能な金額は、理事会が承認した利益基準による算式、および 08 年度からは、基本方針に基づ
いて理事会が承認した財務配分方針に従って決定され、IFC 理事会に承認される。
IFC では利益剰余金をアドバイザリーサービスに指定する際は理事会が承認した時点で認識し、IDA 拠出金に指定する
際は総務会が了承した時点で認識している。
承認済の特別目的のために指定された支出は、発生年度の要約連結損益計算書に費用として計上され、その影響として
特定目的のために指定された利益剰余金が減算される。
13 年度は、特別目的のために指定できる利益剰余金（非 GAAP 基準による）8は合計 1,060 百万ドルで、指定金額の上限
は、理事会が承認した財務配分方針に従い 251 百万ドルであった。2013 年 8 月 7 日、理事会は IFC の利益剰余金 251 百万
ドルを IDA 拠出金に指定することを承認し、2013 年 10 月 11 日に総務会の了承を得た。
2013 年 9 月 30 日および 2013 年 6 月 30 日現在の利益剰余金の内訳は以下のとおりである。（単位：百万ドル）
2013 年
9 月 30 日

2013 年
6 月 30 日

未処分繰越利益剰余金 ···············································································
特別目的のために指定された利益剰余金

$18,695

$18,435

アドバイザリーサービス ··········································································

184

199

PBG ····························································································

30

31

IDA 加盟国のための IFC SME ベンチャー支援および世界的公共設備プロジェクト開発基金 ·················

48

48

特別目的のために指定された利益剰余金合計 ···························································

$262

$278

利益剰余金合計 ····················································································

$18,957

$18,713

8

特別目的のために指定できる利益剰余金は通常は純利益から、投資に係る未実現損益、非トレーディング金融商品に係る未実現損益、
連結対象の変動持分事業体からの収益、および過年度の特別目的指定に係る純利益中に計上された費用を除いたものである。
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業
概

績

要
市場環境は IFC の業績に重要な影響を与える。IFC の当期純利益および包括利益の主な構成要素、ならびに純利益およ

び包括利益の金額および変動に影響を与える要素は以下のとおりである。
利益の構成要素

重要な影響

純利益：

有利子資産に係る運用益

スプレッド幅、競争などの市場状況。未収利息不計上および以前に未収利息不計上と
された貸出金の利息回収、個別貸出金に係るパーティシペーション・ノートによる収
益なども貸出金による収益、関連デリバティブ、保証などに係る実現損益に含まれる。

流動資産収益

流動資産ポートフォリオに係る実現・未実現損益。これらには金利環境などの外的要
因のほか、流動資産ポートフォリオ内の特定の種類の資産の流動性による影響も含ま
れる。

持分投資および関連デリバティブに係る収益

世界的な新興市場株式の動向、通貨市場や商品市場の変動、持分投資および関連デリ
バティブにおける各社の業績。持分投資のパフォーマンス（主に実現損益、配当、減
損および持分投資の未実現利益および損失）は、関連デリバティブ（プット、ワラン
ト、ストックオプションなど）に係る損益と同じく、新興市場の世界的動向に一部関
係する。

貸倒引当金および保証損失引当金

借主についてのリスク評価ならびに債務不履行および債務不履行時の損失の可能性。

その他の収益および費用

IFC から顧客へのアドバイザリーサービスの水準、退職その他の給付制度の費用水準、
および管理費用その他の予算承認額。

公正価値で評価される非トレーディング金融 主として、借入金（IFC のクレジットスプレッドを含む）および関連デリバティブの
商品の未実現損益

公正価値の変動ならびに貸出金および負債証券ポートフォリオ（世界的な新興市場の
動向によって一部影響を受ける貸出金および負債証券投資をヘッジするための金利お
よび通貨スワップならびに貸出金転換オプションを含む。）に係る未実現利益との差
額。これらの有価証券は観察可能または観察不能なインプットを利用して、内部的に
開発したモデルや手法を用いて評価する。

IDA 拠出金

総務会が承認する IDA 拠出金の水準。

その他包括利益：
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売却可能として会計処理された上場株式投資 世界的な新興市場株式の動向、通貨市場や商品市場の変動および各社の業績。上場株
および負債証券に係る未実現損益

式は市場価格（無調整）を用いて評価され、負債証券は内部的に開発した価格モデル
または手法（市場での観察が可能または観察不能なインプットを用いる）を使用して
評価される。

給付制度に係る未認識の数理計算上の差異お 年金制度資産の運用収益、および予測給付債務を計算するための主な仮定（金融市場
よび未認識の過去勤務費用

の金利、人件費、過去の実績、将来の給付コストの変動や経済状況に対する経営陣の
最善の見積りを含む）
。

以下のパラグラフでは、IFC の 14 年度第 1 四半期および 13 年度第 1 四半期の間（IFC の 14 年度第 1 四半期の要約連結
財務諸表に含まれている各期）の重要な変動について詳述している。13 年度第 1 四半期に計上されている数字の一部は、
今年度の表示方法と一致させるために変更されている。これらの変更による純利益や総資産への影響はない。

14 年度第 1 四半期と 13 年度第 1 四半期の比較
純利益
IFC は 14 年度第 1 四半期について、公正価値で評価される非トレーディング金融商品および IDA への拠出金に係る未実
現純損益控除前利益を 325 百万ドル計上したが、13 年度第 1 四半期については 296 百万ドルであった。公正価値で評価さ
れる非トレーディング金融商品に係る未実現純損益および IDA 拠出金を考慮する前の利益の 13 年度第一四半期から 14 年
度第一四半期への増加は、主として次の要因によるものである。（単位：百万ドル）
14 年度第 1 四半期と
13 年度第 1 四半期の比較
増（減）

持分投資および関連デリバティブに係る収益（純額） ·····················································
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持分投資の一時的でない減損 ···········································································

33

非トレーディング活動に係る為替差損益 ·································································

17

貸出金、保証およびその他未収金に係る損失引当金 ·······················································

（42）

流動資産トレーディングに係る収益 ·····································································

（143）

その他（純額） ·······················································································

29

変動合計·····························································································

$29

公正価値で評価される非トレーディング金融商品に係る未実現純損失は、14年度第1四半期は78百万ドル（13年度第1
四半期は169百万ドルの未実現純利益）で、14年度および13年度とも第1四半期はIDAへの拠出金がゼロであった。したが
って、14年度第1四半期の純利益は247百万ドル、13年度第1四半期の純利益は465百万ドルであった。14年度第1四半期の
非支配株主持分に帰すべき純利益3百万ドル（13年度第1四半期はゼロ）を考慮後のIFCに帰すべき純利益は、14年度第1四
半期は244百万ドル（13年度第1四半期は465百万ドル）であった。
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貸出金からの収益、関連デリバティブおよび保証に係る実現損益
IFC の主な有利子資産はその貸出金ポートフォリオである。14 年度第 1 四半期の貸出金および保証による収益は合計 267
百万ドルで、13 年度第 1 四半期の 246 百万ドルを 21 百万ドル上回った。14 年度第 1 四半期の貸出金および関連デリバテ
ィブに係る実現利益はゼロであった（13 年度第 1 四半期は 1 百万ドル）
。
実行済貸出金ポートフォリオは、2012 年 9 月 30 日現在の 21,919 百万ドルから 2013 年 9 月 30 日現在の 23,598 百万ド
ル（2013 年 6 月 30 日現在は 22,606 百万ドル）へと 1,679 百万ドル増加した。2013 年 9 月 30 日現在における貸出金に対
する約定金利の加重平均利率は、4.5％で、2013 年 6 月 30 日現在と変わらなかった。以上の要因によって 14 年度第 1 四
半期の利息収入は 13 年度第 1 四半期を 18 百万ドル上回る結果となった。未収利息不計上の状態から戻された貸出金の未
収利息回収額については、未収利息不計上に認定された貸出金に係る収益の戻し入れ控除後で、13 年度第 1 四半期より 4
百万ドル下回る結果となった。最低約定利息を上回る IFC のパーティシペーション・ノートによる収益およびその他収益
は 13 年度第 1 四半期を 2 百万ドル下回った。コミットメントフィーおよび金融サービス報酬は 13 年度第 1 四半期を 10
百万ドル上回った。貸出金および関連デリバティブに係る実現利益は 13 年度第 1 四半期を 1 百万ドル下回った。

持分投資および関連デリバティブによる収益
14 年度第 1 四半期の持分投資ポートフォリオおよび関連デリバティブによる収益は、13 年度第 1 四半期の 92 百万ドル
を 148 百万ドル上回る 240 百万ドルであった。
IFC は、その開発の役割が完了した持分投資および事前に設定した売却トリガー水準に達した持分投資、場合によって
はロックアップ期間が満了した持分投資の持分を売却している。持分投資および関連デリバティブに係る収益には持分投
資および関連デリバティブに係る実現利益も未実現利益も含まれている。
IFC は 14 年度第 1 四半期に持分投資および関連デリバティブに係る実現利益を 176 百万ドル計上した。これは 13 年度
第 1 四半期の 115 百万ドルを 61 百万ドル上回っている。持分投資および関連デリバティブに係る実現利益合計は集中度
が高く、14 年度第 1 四半期は個別に 20 百万ドル超のキャピタルゲインを創出した投資が 3 つあり、これらの合計は 137
百万ドルであった。これは 14 年度第 1 四半期の実現利益の 78％を占める。13 年度第 1 四半期は個別に 20 百万ドル超の
キャピタルゲインを創出した投資が 2 つあり、これらの合計は 48 百万ドルであった。これは 13 年度第 1 四半期の実現利
益の 42％を占める。持分投資および関連デリバティブに係る未実現利益の正味変動額は、14 年度第 1 四半期は＋48 百万
ドル、13 年度第 1 四半期は－26 百万ドルであった。
配当収益は 13 年度第 1 四半期の 89 百万ドルに対し、
14 年度第 1 四半期は 74 百万ドルと、15 百万ドルの減少となった。
14 年度第 1 四半期の配当収益の一部を占めていたのは石油・ガス・鉱業セクターにおける IFC の非法人型合弁事業（UJV）
3 件に係る投資収益で、原価回収基準で会計処理されており、13 年度第 1 四半期の合計 13 百万ドルに対し、14 年度第 1
四半期は合計 6 百万ドルであった。投資先の 1 社は 13 年度第 1 四半期に 19 百万ドルの配当を支払った。
持分投資に係る一時的でない減損、14 年度第 1 四半期は合計 50 百万ドルで、13 年度第 1 四半期の 83 百万ドルを 33 百
万ドル下回った。

負債証券に係る収益および関連デリバティブに係る実現損益
負債証券による収益および関連デリバティブに係る実現損益は、13 年度第 1 四半期の 3 百万ドルの損失から 12 百万ド
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ル増益し 14 年度第 1 四半期は 9 百万ドルの利益計上となった。増益の大部分は、一時的でない減損（22 百万ドル）およ
び実現利益（7 百万ドル）がいずれも 13 年度第 1 四半期よりも縮小したことによる相殺効果の結果である。

貸出金、保証およびその他未収金に係る損失引当金
貸出金ポートフォリオの品質は、信用リスクの格付を見る限り、14 年度第 1 四半期末は 13 年度末よりわずかに低下し
たが、過去 8 四半期を通じておおむね安定している。加重平均によるカントリーリスク格付は、13 年度末に比べ 14 年度
第 1 四半期末は僅かに向上している。
不良債権は 2013 年 6 月 30 日現在の 1,272 百万ドルから 2013 年 9 月 30 日現在の 1,318 百万ドルへと 46 百万ドル増加
した。
14 年度第 1 四半期に貸倒、保証およびその他未収金による損失引当金を 29 百万ドル繰入れている（内訳は個別貸倒引
当金 49 百万ドル、ポートフォリオ貸倒引当金の戻入れ 19 百万ドル、保証損失引当金の戻入れ 1 百万ドル）。これに対し
て 13 年度第 1 四半期には貸倒、保証およびその他未収金による損失引当金を 13 百万ドル戻入れている（内訳は個別貸倒
引当金 43 百万ドル、ポートフォリオ貸倒引出金の戻入れ 53 百万ドル、保証損失引当金の戻入れ 3 百万ドル）
。2013 年 9
月 30 日現在、IFC の貸倒引当金総額は、2013 年 6 月 30 日現在の 1,628 百万ドルを 40 百万ドル上回る 1,668 百万ドルで
あった。
2013 年 9 月 30 日現在の個別貸倒引当金残高 796 百万ドル（2013 年 6 月 30 日現在は 741 百万ドル）は、1,418 百万ドル
の不良債権（2013 年 6 月 30 日現在は 1,403 百万ドル）への備えである。これによる補てん率は 56％（2013 年 6 月 30 日
現在は 53％）である。
2013 年 9 月 30 日に終了した 3 か月間には不良債権の再編成とみなされる重要な貸出金の条件変更は行われなかった。

流動資産トレーディングによる収益
流動資産トレーディングによる収益は、定期預金および有価証券の金利、トレーディングによる純損益、および僅かな
為替換算による影響で構成されている。流動資産ポートフォリオ（デリバティブおよび有価証券貸借取引考慮後）は、2013
年 6 月 30 日現在は 312 億ドル、2013 年 9 月 30 日現在は 348 億ドルであった。この流動資産ポートフォリオの増加はデリ
バティブおよび有価証券貸借取引考慮後の増加であり、その大部分が、14 年度第 1 四半期における市場借入の手取金の投
資および投資ポートフォリオに係る運用収益と投資の実行額とが一部相殺しあった後の純額である。14 年度第 1 四半期の
IFC の財務活動は純額で合計 46 億ドルであり、投資活動は償還金および売却代金の控除後で 11 億ドルであった。2013 年
9 月 30 日現在、流動資産ポートフォリオは 2013 年 6 月 30 日現在に比べて現金や準現金への短期投資を強化している。
14 年度第 1 四半期の流動資産トレーディングによる純利益は 106 百万ドルであった（13 年度第 1 四半期は 249 百万ド
ルの利益）
。
14 年度第 1 四半期の利息収益は総額 105 百万ドルであった。さらに、ABS および MBS のポートフォリオは合計 9 百万ド
ルの公正価値評価益を 14 年度第 1 四半期に計上し、一方、他の保有商品、たとえば米国債、各国の政府発行債、優良企
業債およびデリバティブは、14 年度第 1 四半期に 8 百万ドルの損失を計上している。
2013 年 9 月 30 日現在では、公正価値 43 百万ドルの売買目的有価証券がレベル 3 証券に分類されている（2013 年 6 月
30 日現在では 85 百万ドル）
。
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主な流動資産ポートフォリオの収益は次のとおりである。
P1 ポートフォリオは、14 年度第 1 四半期に 66 百万ドル、0.3％の利益を上げている。13 年度第 1 四半期には、P1 ポー
トフォリオは 174 百万ドル、0.8％の利益を上げている。P1 ポートフォリオと同じく変動金利ベンチマークで管理されて
いる外部運用の P3 ポートフォリオは、14 年度第 1 四半期に 1 百万ドル、0.1％の利益を上げ、13 年度第 1 四半期の 11 百
万ドル、1.3％を 10 百万ドル下回った。
P2 および外部運用の P4 ポートフォリオは、14 年度第 1 四半期にそれぞれ 23 百万ドルまたは 0.5％および 1 百万ドルま
たは 0.2％の利益を上げている。13 年度第 1 四半期には、
それぞれ 59 百万ドルまたは 1.2％および 3 百万ドルまたは 0.4％
の利益であった。
IFC の P0 ポートフォリオは、14 年度第 1 四半期に 3 百万ドル、0.2％の利益を上げたが、13 年度第 1 四半期は 1 百万ド
ル、0.1％の利益であった。P7 ポートフォリオは、14 年度第 1 四半期には 2 百万ドル利益を上げたが、13 年度第 1 四半期
はごくわずかな利益にとどまっていた。
現地通貨建ての P6 ポートフォリオは、14 年度第 1 四半期は 10 百万ドルの利益を上げたが、13 年度第 1 四半期の 11 百
万ドルを 1 百万ドル下回った。

借入費用
IFC の 14 年度第 1 四半期の借入費用は、13 年度第 1 四半期の 64 百万ドル（借入の消滅による利益 3 百万ドルを控除後）
より 21 百万ドル減少し、43 百万ドルであった（借入の消滅による利益 1 百万ドルを控除後）。これは、平均 LIBOR の低下
と、13 年度第 1 四半期と 14 年度第 1 四半期の間の借入残高の増加が相殺し合ったことによるものである。

その他の収益
14 年度第 1 四半期のその他の収益は、13 年度第 1 四半期（84 百万ドル）を 3 百万ドル上回る 87 百万ドルであった。そ
の内のアドバイザリーサービスによる収益は 41 百万ドル（13 年度第 1 四半期は 40 百万ドル）、AMC からの管理報酬およ
びサービス報酬の払戻金は合計 14 百万ドル（13 年度第 1 四半期は 6 百万ドル）であった。

その他の費用
管理費用（その他の費用の基本的な部分）は、13 年度第 1 四半期の 209 百万ドルから 14 年度第 1 四半期には 11 百万ド
ル増加し、220 百万ドルであった。管理費用には、IFC の償還可能なプログラムに起因する収益および費用ならびに債務
整理の状況（債務整理プロジェクト）で生じる費用のグロスアップ効果も含まれる（14 年度第 1 四半期は 5 百万ドル、13
年度第 1 四半期は 4 百万ドル）
。年金や退職後給付制度に係る費用の計上額は、14 年度第 1 四半期は 13 年度第 1 四半期と
変わらず 43 百万ドルであった。アドバイザリーサービスに係る費用は、管理費用に含むものを除くと 14 年度第 1 四半期
は合計 55 百万ドル（13 年度第 1 四半期は 57 百万ドル）であった。

非トレーディング金融商品に係る未実現純損益
IFC では一定の金融商品については公正価値評価で評価し、その未実現損益を当期純利益に計上している。一定の金融
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商品とは、(i) スワップが行われた市場借入金のすべて、(ⅱ)特定の貸出金、負債証券および関連デリバティブの未実現
損益、ならびに(iii)市場借入金のほぼすべて、である。
これらの非トレーディング金融商品の公正価値評価が 14 年度・13 年度の各第 1 四半期の純利益に及ぼす効果は以下の
とおりである（金額単位：百万ドル）
。
14 年度
第 1 四半期

貸出金、負債証券および関連デリバティブに係る未実現利益（損失）

$（52）

$109

（26）

60

$（78）

$169

市場借入金および関連デリバティブに係る未実現純利益（損失）
公正価値で評価される非トレーディング金融商品の未実現純利益（損失）

13 年度
第 1 四半期

IFC の市場借入金および関連デリバティブ純額の公正価値の変動には、米ドル LIBOR スワップを基準とした IFC 自身の
クレジットスプレッドの変動による影響が含まれている。クレジットスプレッドが拡大するにつれて未実現利益が計上さ
れ、縮小されるにつれて未実現損失が計上される（リスクフリー金利および為替レートなどその他の影響は考慮しない）。
変動の規模と方向（つまり利益となるか損失となるか）は各期で異なったとしても、キャッシュフローは変わらない。IFC
は、通常、市場借入の通貨、キャッシュフローの金額およびタイミングを、同時期に契約した関連デリバティブのキャッ
シュフローと一致させることを方針にしている。
14 年度第 1 四半期には、関連ヘッジの利益による相殺が不完全な資金調達通貨ポートフォリオ全体にわたり、市場借入
金残高に再評価損が生じた。米ドル建て借入金のスワップ後コストが短・中期物については米ドルベンチマークに対して
やや上昇し、長期物については低下した。日本円建ての借入コストは前四半期末からほとんど変化がなかったが、豪ドル
建て借入コストは豪ドルベンチマークに照らして僅かに低かった。結果的に、IFC は 14 年度第 1 四半期の市場借入金およ
び関連デリバティブについて 26 百万ドルの未実現損失を計上することになった（13 年度第 1 四半期は 60 百万ドルの未実
現利益を計上）
。
14 年度第 1 四半期において、IFC は貸出金、負債証券および関連デリバティブ（主として転換条項、ワラントならびに
金利および通貨スワップなど固定金利および／または非米ドル建ての貸出金ポートフォリオの経済的ヘッジ手段）に係る
未実現純損失 52 百万ドルを計上した（13 年度第 1 四半期は純利益 109 百万ドルを計上した）。

IDA 拠出金
14 年度第 1 四半期および 13 年度第 1 四半期ともに、IDA への拠出金はなかった。

その他包括利益

持分投資および負債証券に係る未実現損益
IFC では、公正価値が容易に入手可能な市場に上場している負債証券および持分投資については売却可能として分類し、
それらの未実現損益は、実現するまでその他包括利益に計上し、実現した際に純利益に振り替える。その他包括利益に計
上されている持分投資および負債証券の未実現損益の変動は、(i)新興市場を取り巻く世界的動向、ならびに(ii)こうし
た持分投資および負債証券の売却に係る損益が実現することによって重要な影響を受ける。
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その他包括利益に計上される持分投資および負債証券に係る未実現損益の変動（純額）は次のとおり要約される。
14 年度
第 1 四半期

（単位：百万ドル）

13 年度
第 1 四半期

期中に生じた持分投資の未実現純損益：
未実現利益 ····························································

294

265

未実現損失 ····························································

(212)

(140)

純利益に含まれる実現利益および一時的でない減損の再分類調整額 ··············

(80)

持分投資の未実現純損益 ···················································

$2

9
$116

期中に生じた負債証券の未実現純損益：
未実現利益 ····························································

$23

未実現損失 ····························································
純利益に記載された実現利益、減損の非信用関連部分の評価減および純利益に含まれ
る一時的でない減損の評価減に関する再分類調整額 ····························

$105

(50)

(81)

3

18

負債証券の未実現純損益 ···················································

$(24)

$42

持分投資および負債証券の未実現損益合計 ···································

$(22)

$158

2013 年 6 月 30 日以降における上級経営陣の異動
2013 年 6 月 30 日以降における IFC の上級経営陣の異動は以下のとおりである。
Mr. Rashad Kaldany、副総裁兼最高執行責任者、が 2013 年 9 月 6 日付で IFC を退職。後任は未定。
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インフォメーション・ステートメント
国際金融公社

何人も、このインフォメーション・ステートメント、または目論見書、プログラム資料、募集要項、その他募集関連書
類に記載されていない情報を伝えたり表示したりすることはいっさい認められていません。ここに記載されていない情報
または表示を、IFC、ディーラー、引受人または IFC の代理人が認めたものであると信用してはいけません。また、この
インフォメーション・ステートメントのほか目論見書、プログラム資料、募集要項、その他募集関連書類は、いかなる法
域においてもいかなる人に対しても、証券の募集や勧誘が違法である法域における証券販売の募集をするものでも証券購
入の募集を推奨するものでもありません。
________________
別段の指定がない限り、このインフォメーション・ステートメントでは（1）金額はすべて、連結財務諸表に対する注
記 A-会計およびそれに関連する重要な方針の要約中にある「通貨の換算」に示すとおりドルに換算して表示してあり、ま
た（2）すべて 2013 年 6 月 30 日現在の情報に基づいています。
________________
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