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インパクトをもたらす投資

概観



世界銀行グループの一員であり、民間セクター投融資を通じた開発促進を

使命とする

１８５の加盟国

６０年超にわたる新興市場の民間セクター向け投融資の提供

• 世界１００ヶ国を超えるグローバルなプレゼンスと２，０００社を超える民間

セクター顧客との協働

概観

とは



概観

比類なき立場の発行体

AAA/Aaa格付け

• バーゼルフレームワークの下でリスクウェイトはゼロパーセント

資本金が全額払込済の国際機関

• 厚い自己資金：純資産（資本金及び内部留保）がバランスシート（９９０億米ドル）の４分
の１以上

設立以降、毎年度営業利益を計上

2020年度（FY20）の資金調達プログラムは１７０億米ドルを計画

• １２５ヵ国に及ぶ多様なビジネスポートフォリオ



概観

５つの組織、１つのグループ

世界銀行グループは２つの意欲的な目標を採択：

極度の貧困の撲滅 １日１．９０米ドル未満で生活する人々の割合を２０３０年度までに

世界の３％以下に減らす

繁栄の共有の促進 開発途上国における所得下位４０％の人々の所得増加を促進

する

最貧国の政府を対象

に無利子の融資や贈

与を提供

中所得国および信用力の

ある低所得国の政府を対

象に融資を提供

対外直接投資（FDI)の

非商業的リスクに対す

る保証を提供

国際投資紛争の調停と仲裁

を行う場を提供

途上国の民間セクター向けに投融資、

アドバイザリー・サービスを提供

国際開発協会

（

国際復興開発銀行 多数国間投資保証機関

（

投資紛争解決

国際センター（

国際金融公社

（



概観

加盟国からの強力なサポート

IFCは世銀グループに属し、独自の設立協定、バランスシー

ト、職員を有する独立した機関

１８５の加盟国：株主は１８５ヵ国の加盟国政府

資本金の５０％超をAAA/AA格の加盟国が出資

配当金支払不要、課税免除 :  利益は加盟国のうち途上国

への投資に振り分ける

• ２０１８年度、加盟各国は IFCに対する５５億米ドルの増資を承

認、設立以来の歴史的な増資となる

米国

日本

ドイツ

そのほか１６４ヶ国

フランス

英国

インド
ロシア
カナダ

メキシコ
インドネシア
スペイン

アルゼンチン
スイス

オーストラリア
ベルギー

サウジアラビア
ブラジル
オランダ
中国

イタリア

安定した見通しは、 が極めて強い

財務リスク・プロファイルと安定したマ

ネジメント・ポリシーを維持するという

我々の見解を反映すると同時に、

が加盟国や世界銀行グループの一般

戦略に関わる機関であり続けることを

示している。

スタンダード＆プアーズ

２０１９年２月１３日

の信用力は、強力な自己資本と流

動性、および主要な株主の高い信用

力がもたらす非常に高い財務と、株主

の組織へのコミットメントに支えられて

いる。

ムーディーズ

２０１８年１２月１１日



概観

の業務

投融資

ローン・債券等

株式投資

貿易およびコモディティ金融

金融派生商品（デリバティブ）お

よびストラクチャード・ファイナン

ス

ブレンド型金融

助言

企業

金融機関および資金

政府

資金動員

ローンおよび株式形式で第三者資本

を動員

シンジケーション

アセットマネジメント（ ）

１９は１９１億米ドルを承認

承認済ポートフォリオを５８３億米ドル

年間の助言業務からの収入は

およそ３億米ドル

５年間の協調融資額は２６０億米ドル

の下、１２のファンドを通して

１０１億米ドルの資産を運用



IFCは十分な経済収益性と開発効果を目指す生産性の高い民間企業に投資

概観

投融資プロジェクトサイクル

戦略的適合性および初期レビュー

IFCの戦略および開発方針(マンデート）に適合

財務およびESG評価

包括的デューデリジェンス実施による財務の健全性およびESG基準の確保

投融資レビュー

主要財務評価

情報開示

全てのプロジェクトを対象とする理事会提出前の情報開示

理事会レビューおよび承認

経済、財務および開発上の価値に即した承認

投融資承認実行

法的諸手続きおよび投融資実行

プロジェクトの監督

プロジェクトおよびその効果の継続的モニタリング



概観

持続可能性： 国連の ｓへの貢献

上記のマッピング図は、 における ｓの実現を支援するためのアプローチの概要であり網羅的なものではありません。また複数のセクターに
またがるインパクトは、戦略的分野における投融資およびアドバイザリー業務を通じて実現されるため、マッピング上一部重複があります。

は複数のセクターや地域にまたがり、以下の推進に

取り組んでいます：

> 雇用の創出と経済成長

> ジェンダー平等

> 環境と社会の持続可能性

> 気候変動への適応と軽減

> 民間投資家との関係強化を通じた新た

な資金の呼び込み

が掲げる２つの目標

２０３０年までに極度の貧

困を撲滅し、繁栄の共有

を促進する

下記の戦略的分野に対する
投融資・アドバイザリーサー
ビスの推進

> インフラ

> 農業

> 金融包摂（ファイナン
シャルインクルージョン）

> 保健医療、教育

世界銀行グループ
二大目標

による複数セクター
へのインパクト

によるセクター別
インパクト



概観

持続可能性： のミッションの中核、顧客の成功に必要なこと

IFCがファイナンスを提供するすべてのプロジェクトは透明性と説明責任に焦点を合

わせた厳格な環境・社会配慮要件を遵守することが求められる。

達成基準は以下をカバーしている。

環境、社会リスクと
影響の評価・管理

生物天然資源の生
物多様性維持およ
び持続可能な管理

地域社会、保健
衛生、安全およ
び保障

文化的遺産

労働と労働
条件

資源効率性と公
害防止

土地取得と非自
発的再定住

先住民



開発効果は年ベースで測定。２０１８年には IFCの２，０００もの民間セクター顧客が全体として以下の各項目を提供。

概観

の開発効果

百万人の雇用 百万人超の利用者へ 百万人の患者へ 百万人の学生へ

電気、水道、ガスの供給 医療 教育



インパクトをもたらす投資

強固な財務基盤



強固な財務基盤

保守的なバランスシート

単位：１０億ドル（２０１９年６月３０日現在）

資産

正味流動資産

投融資

（準備金１２億米ドルを除く）

正味貸付金 24.0

株式投資 13.1

債券 6.3

その他資産

資産合計

負債・資本

借入金

その他負債

純資産（自己資本）

払込済資本 2.6

内部留保、その他 25.0

負債・資本合計



強固な財務基盤

とトリプル 国際機関の比較表

(USD billions)

Liquid Assets / 
Total Assets

Total Liabilities / Total Liabilities

+ Shareholders’ Equity 
(excluding callable capital)

(USD millions)

Lends and invests Provides loans Development bank Fosters economic Invests and lends Development bank Help finance
equity in to for Latin American development and to development which lends to balanced economic

in
developing countries

in developing
countries

and Caribbean
economies

cooperation in the
Asia Pacific region

projects in Africa Eastern and Central
European economies

development in
E U states

185member 189member 48 member 67member 54 African member 67 members – 28 member
countries countries countries, consisting countries, of which countries and 65 countries, states of the E U

of Latin America and 23 are O E C D 26 non-African the E U and the EIB
OE C D countries countries member countries



IFCは慎重な財務規律を実行

IFCは国際機関の中でレバレッジ比率が最も低い機関の一つ

IFCの株式投資は借入金ではなく純資産を使って行われる

強固な財務基盤

強固なファンダメンタルズ

実績値は２０１９年６月３０日現在の数値

の単体の信用力は「 」であり、

非常に強力な組織的リスクプロファイ

ルと極めて強固な財務プロファイルを

有する

スタンダード＆プアーズ

２０１９年２月１３日

流動性比率 リスク調整済資本レバレッジ

(向こう３年間の正味現金需要想定

額に対する割合)

実績

下限

純資産に対する負債の割合

実績

上限

単位:10億ドル

実績

下限

上限値および下限値は格付会社と合意したトリプル 格付手法ガイドラインに基づく



の成長はそのほとんどが内部留保により賄われている。

強固な財務基盤

資産の継続的な拡大

の実行済投融資額および正味流動資産（各会計年度末）

貸付およびその他の債務

株式投資

正味流動資産

単
位
：
１
０
億
米
ド
ル

| | | | | | | | | | | | | | |

の会計年度末は毎年６月３０日



強固な財務基盤

高い流動性

の強固な財務リスクプロファイル

を支える資金調達および流動性比率

の指標は、 が市場ストレス状況下

でも、資本市場へのアクセスなしに少

なくとも１年間はそのマンデートを果

たすことができることを示している。

スタンダード＆プアーズ ２０１９年２月
１３日

３９７億米ドルの

正味流動資産

総資産の４０％に

相当

プロアクティブな

投資アプローチ

資本保全にフォー

カス

質の高い流動

資産への投資

政府あるいは政府保証

付債券や国際機関、高

格付企業が発行する債

券

ABS/  MBSや預金も対

象

マーケットリス

クをヘッジ

主に通貨・金利ス

ワップ、金融先物を

中心としたデリバ

ティブを用いてヘッ

ジ

分散

複数の市場にまたが

る分散により好リスク

リターン・プロファイ

ルを確保



は１９５６年の設立以来、毎年営業利益を計上

強固な財務基盤

収益実績

の会計年度末は毎年６月３０日

アジア危機・

ロシア危機

単
位
：
１
０
億
米
ド
ル

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

アルゼンチン

危機 ・トルコ

危機

ブラジル

危機

新興市場の成長 世界的な金融危機 新興市場の
成長

量的緩和



インパクトをもたらす投資

コア・ビジネス・ポートフォリオ



• リスクベースの貸付金利設定

• 貸付にマッチした資金調達を行い、通貨、金利、マチュリティーリスクを管理

• 与信集中リスクを削減するための、厳格な投融資ポートフォリオ分散

化ガイドライン

コア・ビジネス・ポートフォリオ

ポートフォリオリスク管理

の高い信用力の源泉の一つは、

高度に分散したポートフォリオに由

来する。この点は、民間セクターあ

るいは公的セクターへの融資を行う

他の国際開発金融機関（ ｓ）

に比べ与信集中リスクを低くしてい

る。

ムーディーズ

２０１８年１２月１１日

企業別

個別信用格付に基づき取引先お

よび関連取引先グループに対す

るリスクベースの上限を設定

リスク・セクター別

ファイナンスおよび保険エクスポー

ジャー総額に上限を設定し、セク

ターに対する経済資本を国に対す

る上限の５０％に制限

国別

カントリーエクスポージャーとして経

済資本に基づく上限を設定



コミット済ポートフォリオの地域別内訳世界１２５ヶ国、２，０００社超の企業に投融資エクスポー
ジャーを保有

上位５ヵ国のエクスポージャーがポートフォリオ全体に占
める割合は３３％

上位１０ヵ国のエクスポージャーがポートフォリオ全

体に占める割合は４４％

IFCのポートフォリオは幅広い産業やセクターへ分散してい

る

コア・ビジネス・ポートフォリオ

高度に分散したグローバル・ポートフォリオ

欧州・

中央アジア

サブサハラ・アフリカ

ラテンアメリカ ・

カリブ

南アジア

東アジア ・

大洋州’

中東・北アフリカ

複数地域

の上位 の企業向けエクスポージャーは、

ポートフォリオ全体の６．５％を占めている。最大

のエクスポージャーを持つ企業は、投資ポート

フォリオの１．０％をわずかに下回るレベルであ

り、これらの数値は他の国際開発金融機関と比

べても非常に低い。

ムーディーズ

２０１８年１２月１１日

インフラ

金融市場

製造業

集団投資ビークル

コミット済ポートフォリオの産業別内訳

農林業

観光・小売・建設

ヘルスケア・教育

貿易金融

石油 ・ガス ・鉱業

通信・

ファンド
その他



コア・ビジネス・ポートフォリオ

良質なローンポートフォリオ

低い不良債権比率：６０日以上延滞債権を不良債権と分類

四半期ごとにポートフォリオ全体をレビュー

貸倒引当金の総額は実行済ローンポートフォリオの４．７％（１１．９億米ドル）（２

０１９年６月３０日現在）

の会計年度末は毎年６月３０日

民間債務者が為替管理の適用対象と

なっているのに対し、 IFCは為替管理

の適用から除外されてきた。

スタンダード＆プアーズ

２０１９年２月１３日ー

実行済ローンポートフォリオに対する割合（％）

不良債権

貸倒引当金

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



インパクトをもたらす投資

資金調達プログラム



近年、 のバランスシート拡大に伴い、資金調達プログラムも増額。

資金調達プログラム

の資金調達プログラムの拡大

上記の数値単位は特段の断りがない限り１０億米ドル単位

の年間資金調達額

| | | | | | | | | | | | | |

年度（ ）分は目標値

|

および他の国際機関の現行資金調達プログラム



資金調達プログラム

多様な市場、通貨による資金調達

IFCは２０００年以降、グローバル・ベンチマーク債を毎年

発行

IFCは公募債発行による資金調達を、グリーンボンド、売出債、

私募債、割引債のような多種多様な市場にアクセスすることで

補完

中国、インド、ドミニカ共和国、ナイジェリア、ペルー、ザンビア、

ルワンダ、ナミビアおよびその他の国々における初めての非居

住者発行体

米ドル建て融資を基本とする国際開発金融機関として、借

入の大部分は米ドル建て変動金利にスワップ

英ポンド

豪ドル

米ドル

トルコ・リラ

コア公募債

通貨別の調達内訳（ １９）

スウェーデン ・クローナ

市場別の調達内訳（ １９）

リテール

現地通貨建

その他公募債

売出債

オンショアの現地通貨建て取引を含む

ユーロ

日本円

ニュージーランド・ドル

ロシア・ルーブル

ブラジル・レアル

カナダ・ドル

ノルウェー・クローネ

その他



資金調達プログラム

米ドル建てグローバル・ベンチマーク債市場

世界トップクラスの信用力

• IFCは２０００年以降、米ドル建てのベンチマーク債をグローバル形式で発行

起債のタイミング、主幹事の選定、適正なプライシング、公平な配分、流通市場で

の安定したパフォーマンスを重視

• 現在の米ドル建てグローバル債の発行残高は９本、総額１３０億米ドル

グローバル・ベンチマーク債のプライシング

５年債 ２．８７５ ２０２３年７月償還、２０億米

ドル、 ＋２ 、 ＋１５．２５ でローンチ

３年債 ２．２５０％ ２０２１年１月償還、２０億

米ドル、 －１ ＋１８．７ でローンチ

５年債 １．１２５％ ２０２１年７月償還、２５億米

ドル、 ＋２０ 、 ＋１７．４５ でローンチ

５年債 １．３７５％ ２０２４年１０月償還、２０億

米ドル、 ＋１１ 、 ＋８．９ でローンチ

最近の ベンチマーク債のプライシング

グリーンボンド ２．０％ ２０２２年１０月償還、

１０億米ドル、 ＋３ 、 ＋１１．８ で

ローンチ

ソーシャルボンド １．７５％ ２０２０年３月償還、

５億米ドル、 －５ 、 ＋２２．３ でロー

ンチ

グリーンボンド ２．１２５％ ２０２６年４月償還、

７億米ドル、２０１６年３月 ＋４４ 、 ＋２

９．５ でローンチ； ２０１６年７月 ＋３１ 、

＋２２．２５ で５億米ドル増額発行



資金調達プログラム

米ドル建てグローバル・ベンチマーク債の販売状況

２５億米ドル、２０２１年７月償還
(２０１６年７月発行)

米州

２０億米ドル、２０２３年７月償還
(２０１８年７月発行)

２０億米ドル、２０２１年７月償還
(２０１８年１月発行)

アジア

欧州・中

東・アフリカ

米州

アジア

欧州・中東・

アフリカ

米州

アジア

欧州・中

東・アフリカ

中央銀行
公的機関

銀行

中央銀行
公的機関

中央銀行
公的機関

銀行

ファンド

マネージャー

中央銀行
公的機関

銀行

ファンドマ
ネージャー



およびその他の国際機関のベンチマーク債（５年）の対米国債スプレッド

資金調達プログラム

米ドル建てグローバル・ベンチマーク債 米国債に対するパフォーマンス

| | | | | | | | | | ||



資金調達プログラム

米ドル建てグローバル・ベンチマーク債 スワップレートに対するパフォーマンス

およびその他の国際機関のベンチマーク債（５年）の対ミッド・スワップスプレッド



資金調達プログラム

豪ドル建て国内債券市場（カンガルー債）

豪ドル債は I F Cにとって重要な市場

• 成長する国際的投資家層に向けた魅力的な条件での資

金調達

• 豪ドル債市場へのIFCのコミットメント:

• ２００７年、豪ドル建て国内債発行プログラムを設定

• カンガルー債発行残高：１０３億豪ドル（２０１９年９月現

在）

IFC債は豪国債に対する魅力的なイールド・ピックアップを提

供

IFCの豪ドル建て国内債はオーストラリア準備銀行（RBA)とのレポ
取引適格債券

２０１９年９月時点

カンガルー債発行残高

オレンジのチャートが最近ローンチした銘柄



資金調達プログラム

カンガルー債の販売状況

７億豪ドル、２０２３年３月償還（ソーシャルボンド）
(２０１８年３月発行）

オーストラリア

９億豪ドル、２０２９年６月償還
(２０１８年７月発行）

７．５億豪ドル、２０２４年７月償還
(２０１９年７月発行）

アジア

欧州・中東・
アフリカ

オーストラリア アジア

欧州・中

東・アフリカ

アジア

中央銀行
公的機関

銀行

ファンドマ
ネージャー
保険会社

中央銀行
公的機関

銀行

ファンドマ
ネージャー
保険会社

中央銀行
公的機関

銀行

ファンドマ
ネージャー
保険会社

米州
欧州・中東・
アフリカ

オーストラリア



資金調達プログラム

テーマ債

はグリーンボンド原則及びソーシャルボンド原則に則った２つのテーマ債を発行

しています

グリーンボンド

プログラム開始 ２０１０年

資金使途 再生可能エネルギー、エネルギー効率化、グリーン

バンキング等の気候変動関連プロジェクト

マーケット・エンゲージメント IFCはグリーンボンド原則の創設

メンバーであり、グリーンボンド原則 (GBP)執行委員会

（EXCOM)の現行メンバーです

ソーシャルボンド

プログラム開始 ２０１７年

資金使途 途上国において、生活に必要なサービスにアクセ

スできない人々に焦点をあて、各種サービスの提供や雇用創

出に取り組むプロジェクト

マーケット・エンゲージメント IFCはソーシャルボンド原則の

もと、ソーシャルボンド作業部会の議長を務めています

グリーンボンドに関するより詳し

い情報や、 のインパクトレ

ポートについては、下記のウェブ

サイトからご覧いただけます

ソーシャルボンドに関するより詳

しい情報や、 のインパクトレ

ポートについては、下記のウェブ

サイトからご覧いただけます

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/ifc_external_corporate_site/about%2Bifc_new/investor%2Brelations/ir-products/grnbond-overvw
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/ifc_external_corporate_site/about%2Bifc_new/investor%2Brelations/ir-products/socialbonds


資金調達プログラム

グリーンボンド

IFCは２０１９年度末までに１４８本のグリーンボンド発行により

９２億米ドル超を調達:

• ２０１３年２月および１１月、グリーンボンド市場初となるベン

チマーク規模の債券発行

• 初の米国個人投資家向けグリーンボンドプログラム

• 年限３０年まで発行

通貨別のグリーンボンド発行内訳

米ドル

イギリス・ポンド

スウェーデン・
クローナ

メキシコ・ペソ

その他

インド・ルピー

日本円

ペルー・ソル

香港ドル

コロンビア・ペソ

年度別グリーンボンド発行額および本数

発
行
額
（百
万
米
ド
ル
）

グ
リ
ー
ン
ボ
ン
ド
発
行
本
数

２０１９年度の発行実績

本のグリーンボンド発行合計額

１６億米ドル
１１ヵ国の通貨建て

２４ 件の新しいプロジェクトを６つのセクターでコミット

温室効果ガスを年間２６０万トン

（CO₂換算）削減見込み

エネルギー効率化

バイオマス

グリーンバンキング

グリーンビルディング

太陽光発電

風力発電

ブラジル・レアル

トルコ・リラ

ユーロ
南アフリカ・ランド

豪ドル

インドネシア・ルピア

ニュージーランド・
ドル

フィリピン・ペソ

人民元



資金調達プログラム

ソーシャルボンド

• IFCは２０１９年度末までに９ヵ国の通貨建てソーシャルボンド発

行により１４億米ドルを調達:

• ２０１７年３月、ESGに関心を持つ機関投資家の需要に応える

形で５億米ドルの史上初となる米ドル建てソーシャルボンド・

ベンチマーク債を発行

• ２０１８年３月、豪州市場初の５年満期、発行額３億豪ドル

のソーシャルボンドを発行

• ソーシャルインパクトノートプログラムにより米国の個人

投資家向けにソーシャルボンドを提供

通貨別のソーシャルボンド発行内訳

２０１８年度発行実績

１３ 本のソーシャルボンド発行合計数

４億７００万ドル
ヵ国の通貨建て

３８ 件の新しいプロジェクトを８つのセクターでコミット

アグリビジネス

教育

食糧

保健

ジェンダーファイナンス

住宅金融

マイクロファイナンス

IFCのソーシャルボン
ド累計発行実績

１４ ６億
米ドル
発行額

２８
本
発行件数

２０１９年６月３０日現在

米ドル豪ドル

ロシア・ルーブル

日本円

南アフリカ・ランド

メキシコ・ペソ
ブラジル・レアル

トルコ・リラ



資金調達プログラム

と仕組債

• IFCはプレーンバニラ債および仕組債の活発かつ柔軟な発

行体としてのポジションを維持する方針

• IFCは現在、以下の債権を発行 :

• 金利連動債、為替連動債、株価指数連動債、変動利付債

（FRN)、バミューダおよびヨーロピアン・コーラブル債、ハイブ

リッド債

• 最低発行規模は３百万米ドル相当、年限は１～３０年

• ２０１９年度（FY１９)のMTN発行総額は２１通貨建てで３３億米ド
ル

• IFCは流動性のバックストップとしての役割を果たすために活

発な買戻し (バイバック )プログラムを実施

ノルウェー・クローネ

２０１９年度 １９ 債券種類別内訳

２０１９年度（ １９）通貨別内訳

プレーンバニラ

デュアルカレンシー

ゼロ・ブレット

固定利付コーラブル

ゼロ・コーラブル

変動利付債

デジタル

米ドル

ユーロ

スウェーデン・クローナ

トルコ・リラ

ブラジル・レアル

ロシア・ルーブル
メキシコ・ペソ

ウクライナ・フリヴニャ
その他

南アフリカ・ランド

ルーマニア・レウ
カザフスタンテンゲ

香港ドル
日本円

人民元



資金調達プログラム

売出債

• 日本からの資金調達は の資金調達全体の１０％以上を占める

• 東京およびシンガポールに財務部門の職員を配置し、リテー

ル投資家への認知度向上に注力

• これまで、グリーンおよびソーシャル等のテーマ債を販売

• ２０１９年度（FY19)は１２１本の売出債を発行（総額１１億米ドル

相当）

• IFCは最小単位１億円相当からの売出債買戻し (バイ

バック）プログラムを実施

２０１９年度 １９ 債券種類別内訳

プレーンバニラ

株価指数リンク

デュアルカレンシー

ゼロ・ブレット

デジタル

ディープディスカウント

株指数 為替参照

２０１９年度（ １９）通貨別内訳

日本円

トルコ・リラ

米ドル

メキシコ・ペソ

ブラジル・レアル

南アフリカ・ランド

ロシア・ルーブル

豪ドル

ニュージーランド・ドル



資金調達プログラム

米国リテール市場債券プログラム

インパクトノートプログラム

２０１４年３月、米国リテール市場へ債券を提供するため、

インパクトノートプログラムをローンチ

投資家の要望に応えるため、グリーンおよびソーシャル・インパクト・

フォーマットで にて発行

同年限の米国債よりも魅力的な利回りを提供することにより、

政府支援機関（ ｓ）の代替投資手段

アクセレレーテッド・リターンノート（ ）プログラム

２０１６年１０月、 プログラムをローンチ、米国リテール市場へ

株価指数連動債を提供

米国の主要株価指数に連動する債券として月次で発行：株価上昇に
対して３倍、下落に対して１倍のエクスポージャー（償還期間１４か
月）



資金調達プログラム

割引債プログラム

• ２００９年６月、グローバルMTNプログラムを補完し、短期の

現地通貨建ファイナンスの利用を拡大する目的でローンチ

• 米ドル、人民元、トルコ・リラ建ての質の高い短期投資機会を提
供

• ２０１９年度は総額１４２億米ドルを割引債プログラムの下で

発行

• ２０１９年度（FY１９）の残高上限は５０億米ドル

米ドル、人民元またはトルコ・リラ建て

期間は翌日物から３６０日まで

最低金額は１０万米ドル

証書なしの帳簿起債方式による発行

の財務代理人 ニューヨーク連銀

を通じた決済

ブルームバーグ・ティッカー： および

ディーラー１０社を通じてオファー

バークレイズ証券

ゴールドマンサックス

ジェフリーズ

モルガン

メリルリンチ

野村証券

ウェルズ・ファーゴ



資金調達プログラム

現地資本市場での債券発行

IFC の債券発行額はこの１０年で飛躍的に増加

ラテンアメリカ

Brazil – Amazonian Bond

2007 – BRL 200 million due 2011

Brazil

2013 – BRL 439 million due 2016 (Green)*

Colombia – El Dorado Bond

2017 – COP 33.7 billion due 2022

Costa Rica – Irazu Bond

2014 – CRC 5 million due 2019

2018 – CRC 5.7 billion due 2023

Dominican Republic – Taino Bond

2016 – DOP 180 million due 2023

2012 – DOP 390 million due 2017

Mexico

2018 – MXN 233 million due 2021 (Social)*

2016 – MXN 500 million due 2021 (Green)*

Peru – Inca Bond

2004 – PEN 50 million due 2007

Peru – Green Bond

2014 – PEN 118 million due 2034 (Green)*

中東

Gulf Cooperation Council – Hilal Sukuk

2009 – USD 100 million due 2014

Sukuk al Wakala

2015 – USD 100 million due 2020

アフリカ
Central CFA Franc – Moabi Bond

2009 – XAF 20 billion due 2014

West CFA Franc – Kola Bond

2006 – XOF 22 billion due 2011

Morocco – Atlas Bond

2005 – MAD 1 billion due 2012

Namibia – Namib Bond

2016 – NAD 180 million due 2021

Nigeria – Naija Bond

2013 – NGN 12 billion due 2018

Rwanda – Twigire Bond

2015 – RWF 3.5 billion due 2018

Rwanda – Umuganda Bond

2014 – RWF 15 billion due 2019

South Africa  – ZAR Green Bond

2015 - ZAR 1 billion due 2024

Zambia – Zambezi Bond

2013 – ZMW 150 million due 2017

Botswana – Kgalagadi Bond

2018 – BWP 260 million due 2024

インド

Masala Green Bond

2015 – INR 3 billion due 2020

Masala Bond

2018 – INR 7.349 billion due 2021

2018 – INR 8.7 billion due 2024

2017 – INR 53.5 billion due 2022, 2024

2016 – INR 8.6 billion due 2024, 2031

2015 – INR 33 billion due 2018, 2019

2013, 2014 – INR 72 billion due 2016,

2019, 2021, 2024

2016 – INR 300 million due 2019

Masala Uridashi Bond

2016 – INR 300 million due 2019

東南アジア
Cambodia

2019 – KHR 48.6 billion due 2021

Indonesia – Komodo Green Bond

2018 – IDR 2 trillion due 2023

Malaysia Wawasan-Islamic Bond

2004 – MYR 500 million due 2007

Philippines - Mabuhay Bond

2018 – PHP 4.8 billion due 2033

Myanmar

2018 – MMK 7.5 billion due 2023

2018 – MMK 7.5 billion due 2023

2019 – MMK 7.5 billion due 2023

2019 – MMK 7.5 billion due 2023

Bangladesh - BDT Bond

2020 – BDT 800 Million due 2022

ヨーロッパおよび中央

アジア

Armenia – Sevan Bond

2013 – AMD 2 billion due 2016

Georgia – Iveria Bond

2015 – GEL 30 million due 2017

2017 – GEL 108 million due 2020

Romania

2018 – RON 70 million due 2019 2017 –

RON 70 million due 2018

Russia – Volga Bond

2012 – RUB 13 billion due 2017

Turkey

2018 – TRY 100 million due 2022

2017 – TRY 100 million due 2022

2017 – TRY 150 million due 2022

2009 – USD 100 million due 2014

2011 – TRY 202 million due 2015 (Green)*

Kazakhstan Bond

2017 – KZT 1.3 billion due 2018

2017 – KZT 6.8 billion due 2020

2018 – KZT 2 billion due 2022

2018 – KZT 8.6 billion due 2026

Serbia

2017 – RSD 507 million due 2020

Uzbekistan – Samarkand Bond

2018 – UZS 240 billion due 2020

2018 – UZS 123 billion due 2020

2018 – UZS 113 billion due 2020

中国

Panda Bonds

2006 – CNY 870 million due 2013

Dim Sum Bonds

2014 – CNH 1 billion due 2019

2014 – CNH 500 million due 2017 (Green)

2014-2015 – CNH 4.7 billion due 2017

2012 – CNH 500 million due 2014

2011 – CNH 150 million due 2016



資金調達プログラム

受賞歴



インパクトをもたらす投資

付属資料



エチオピアのデブレベル

ハンにある醸造所の包装

エリアで働くハベシャの従

業員

© Dominic Chavez/IFC

付属資料

農林業 サブサハラアフリカ

エチオピアで最も大きな醸造会社の一つであるハベシャ社は、女性や現地コミュニ

ティを対象に、金融サービスへのアクセスを提供しています。地下水の豊富な高台に

位置する同社は、エネルギー及び資源の効率化を推進しています。

３００人を超える従業員が地元の農家と密に連携してビジネスを高度に専門化させ、

高品質な大麦を栽培しています。ハベシャ社はまた、現地コミュニティとのミーティン

グを行い、新しい灌漑システムや清潔な水道水の設置、各家庭に電力を供給する

ネットワークの拡張などを実施しています。

持続可能な農業やコミュニティーへの貢献を継続させるため、 IFCは３，０００万ド

ル限度の担保付き融資と４，５００万ドル限度のシンジケート・ローンを組み合わ

せた７，０００万ドルの融資を提供しました。

ハベシャ社は、 １５，０００人の大麦農家の生産性、市場へのアクセス及び食糧

の安全性を向上させようとしています。同社は IFCのアドバイザリー部門のサ

ポートを受け、さらに１４，０００人の農家と繋がり、５００人のフルタイム従業員

を直接雇用したいと考えています。IFCの投資はまた、エチオピアの大麦モルト

農家が高収量種子を採用することを促し、サプライチェーンの強化に役立ってい

ます。

飲料ケースをエチオピアの

市場に配達するハベシャ社

の従業員

© Mees van den Ekart



付属資料

医療保健と教育 中東・北アフリカ

国のヘルスケアサービスのレベルを把握するためには、人口あたりの医師の数を測

定することにより、医療専門家へのアクセスの度合いをみることができます。例えば

モロッコでは、人口１，０００人に対し医師の数は０．７３人、セネガルでは０．０７人、

これに対し、米国では２．５９人です。モロッコとセネガルの深刻な医師不足に取り組

むためには、医師の数を増やさなければなりません。

モロッコの一流私立大学の一つであるマラケシュ大学（UPM）は、この地域の医療

潜在力を担っています。同大学は学士、修士、博士課程を設け、メインキャンパス

をマラケシュに置き、２０１５年にUPMセネガルキャンパスを開設しました。

IFCは１，５７１万ドルの融資を行い、マラケシュにおける同大学初の医学部建設、

及びダカールのサテライトキャンパスの開発を支援しています。UPMセネガル

キャンパスには、２５０名規模の学生寮を併設した医学部が新たに建設される予

定です。

この開発により、モロッコとセネガルにおける医師や医療専門家の数が増えるこ

とが期待されています。 IFCは、このプロジェクトがモロッコとセネガルにおける人

材開発に貢献し、教育・医療保健分野のさらなる発展に向けた地域の競争力向

上に繋がることを願っています。

マラケシュキャンパ

スの学生

© UPM International



コロンビアで苗木を育成す

る労働者

© Refosinu

付属資料

林業 ラテンアメリカ

森林伐採によって、コロンビアの土壌は質が低下し、霊長類は絶滅の危機に瀕し、

地域社会は激化する自然災害に対して脆弱になってしまいました。コロンビアにおけ

る農村及び林業セクターの開発は、国家とその未来の安定の礎です。

これらの問題に対処するため、セィヌ森林再生ユーカリ植林プロジェクトは、コロンビ

ア北西部のセィヌ川沿いにある５，７００ヘクタールもの土壌の改善を目指しています。

２０１３年に最初の苗木を植えてから、５年間で４，８００ヘクタールの植林を行いました。また、

エネルギー効率化、農薬の管理、自然生態系の保全を実施することで、２０２１年ま

でに１０，５００ヘクタールの土壌を改良したいと考えています。

IFCはセィヌに１，５００万ドルを融資し、ユーカリ植林の進展・維持を支援していま

す。このプロジェクトにより、GHG排出量を年間CO²排出量１５５，０００トンまで低減

し、気候変動に対するレジリエンスを高めるといった、環境へのポジティブな効果を

期待しています。このプロジェクトはまた、放牧や自給自足農業以外の新たな雇用

機会をこの地域に提供することで、持続可能な土地管理を促進しています。

コロンビアで苗木を育成す

る労働者

© ICA Colombia



クルジュ・ジャンポカに

おける 緊急レ

スキュー・サービス
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コマーシャル・バンキング ヨーロッパ・中央アジア

干ばつや地震、洪水といった異常気象は、社会経済活動を混乱させ、コミュニティーに

打撃を与えます。ルーマニアはヨーロッパの中で最も自然災害が発生しやすい国の一つで

あり、その環境に対する脆弱性に鑑み、同国政府は、EUの再生可能エネルギー指針を超え

る対応を行うことを決めました。

自然災害による影響は、インフラに対する年間の損害額だけでも２０２０年まで

に２倍、２０８０年までに６倍にもなると推計されています。ギャランティバンク・

ルーマニアは、今後洪水、干ばつ、地震がより頻発すると想定し、経済や環境

の発展のために、グリーンプロジェクトへの投資に意欲を示しています。

同行のポートフォリオには、国内の水力・風力・太陽光発電案件、そしてWWFとの

パートナーシップが含まれています。そして、 IFCから受けた５，５００万ユーロの融資

により、ギャランティバンクはルーマニアの中小企業により多くの融資を提供し、融資

先の半数は持続可能なエネルギー・ファイナンスプロジェクトとする予定です。

IFCは、二酸化炭素の排出削減にとどまらず、気候変動に優しい製品づくりを促進

し、市場へのアクセスが十分でない中小企業等に対して金融支援を増やす金融機

関を支援しています。
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インフラ アジア

１億人近い人口を有するベトナムの景気見通しは引き続き堅調であり、２０１８年に

は７％の経済成長を遂げました。このペースで経済拡大が続けば、電力需要も

徐々に増加し、既存インフラに負荷がかかり、２０２１年にも電力不足に陥ると予想

されています。

ベトナムはエネルギー需要の拡大に対処する傍ら、風力や太陽光など、国内のよ

りクリーンな再生可能エネルギー源を用いた意欲的な気候変動対策を実施してい

ます。再生可能エネルギーの価格競争力が高まれば、それが、ベトナムがエネル

ギー需要を満たすための、最も低コストの選択肢となる可能性があります。

IFCはこのビジネスチャンスを活用するため、ACエネルギー・ファイナンス・インター

ナショナル社が発行した３億ドルのグリーンボンドのうち、７，５００万ドル分につい

てアンカー投資を行いました。これはインフラに焦点を当てた東南アジアで最初の

上場グリーンボンドです。この５年満期のグリーンボンドに対する IFCの投資額は、

３６０メガワットの太陽光・風力発電所に充当されます。

これはほんの序章にすぎません。ベトナムでは、商業施設や工業施設の屋上式

太陽光発電プロジェクトにも大きな可能性があります。 IFCは、この可能性を活用

するためアドバイザリー・サービスを提供し、既に国内の複数の製造工場におい

て６０メガワットの屋上式太陽光発電の機会を見出しています。

© Dominic Chavez/IFC
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免責事項

本資料は参考資料としての目的のみに作成されており、ここに含まれる情報は要約されたもの、または

不完全なものである場合があります。 は、本資料の正確性や完全性に関してはいかなる保証も表明

しておらず、本資料の更新義務も負いません。

本資料は目論見書ではなく、 が発行するいかなる債券の評価基準となるものではありません。この

情報は、本資料に記載する商品やサービスの予約または購入を勧誘または提供するものではありませ

ん。本資料の使用に起因する直接的、間接的、偶発的、特別または必然的な損失、損害、負債、費用

の請求に対しては、そのような損害の可能性について が報告を受けていた場合を含め、いかなる状

況においても、 および の関係機関は責任を負いません。

に関するより詳しい情報については、 の最新の『インフォメーション・ステートメント』、財務諸表お

よびその他の情報が以下の投資家向けウェブサイトからご覧いただけます。

http://www.ifc.org/investors

