しておきたい︒その懸念が新型
コロナ感染拡大で的中し︑市場
のセンチメントは激しく揺さぶ
られた︒本稿では︑国際資本市
場の 年上半期の動きを明らか
︒
にしたい ︵注︶
多くの国の公的セクターは︑
ウイルスとの戦いや︑都市封鎖
等による深刻な影響を軽減する
20

カテリーナ
ギント・ロルダン

リフィニティブ
アジア太平洋地域
投資銀行コンテンツ
担当ディレクター

リフィニティブ・ジャパン
社長 富田 秀夫

コロナ危機下で明暗を分けた
国際資本市場の資金調達手段
債券・株式は活況も︑先行き不透明で
シ・ローンやＭ＆Ａは低調

つ市場参加者が多く︑Ｍ＆Ａは
平均で前年比４・７％成長する
と回答した︒同様に企業の資金
調達についても︑株式︑債券と
も強気の見通しが支配的だった︒
ただ︑ 年末時点で﹁想定外
のイベントの発生で︑案件組成
に大きな影響が出る可能性があ
る﹂との声があったことも指摘
19

新型コロナウイルス感染症の拡大による深刻な経済的影響に対処するため︑政府・企
業は多額の資金が必要となった︒資本市場は都市封鎖による影響を受けながらも︑そ
の資金調達を円滑にサポート︒しかし︑中身を見ると︑運転資金や手元流動性の確保
に重きが置かれ︑設備投資やＭ＆Ａ等︑事業関連の資金調達は低調に推移している︒
株価急落による投資家心理の冷え込みで︑ＩＰＯ市場も負の影響を受けている︒

公的機関や高格付け企業が
債券資本市場を積極活用
リフィニティブは毎年末に︑
世界の資本市場参加者を対象に
したセンチメント調査を実施し
ている︒２０１９年末の調査結
果では︑ 年のＭ＆Ａと資本市
場について楽観的な見通しを持
20
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コロナ危機と国際資本市場
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取引金額2019年（左目盛）
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（出所） リフィニティブ（図表２〜４も同じ）

２４７９億㌦︑同 ・２％増と
なり︑ 年以降最高額を記録し
た︒
米国に目を転じると︑新型コ
ロナ危機対応策として︑ＦＲＢ
が前例のない大規模な債券購入
プログラムを実施したことに伴
い︑社債発行は１兆１０００億
㌦を超え︑同 ・５％と飛躍的
に増加した︒ 年上半期の実績
は︑ 年通年実績と比較しても
０・３％少ないだけで︑３月︑
４月︑５月の発行額は︑過去最
高を記録した︒
発行体別では︑調達金額トッ
プ のうち︑６件が政府および
政府機関による調達だった︒公
的セクターでは︑５月のイタリ
ア政府によるシニア債２４１億
㌦が最大案件︒民間の投資適格
債では︑格下げされた米ボーイ
ング社による２５０億㌦の起債
が首位である︒ハイイールド債
では︑米フォード社が 億㌦調
達した案件が最大で︑このカテ
ゴリーでは史上４番目の大きさ
の調達額となった︒
20 92
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80

株式資本市場における
増資案件への需要は旺盛

300

200

100

取引金額2019年（左目盛）

取引金額2020年（左目盛）

株式資本市場は︑財務体質の
改善を図り︑パンデミックの影
響に対処する資金の確保にスピ
ードを求める上場企業にとって︑
魅力的な選択肢となった︒株式
による資金調達は２３８４件︑
４４３４億㌦で︑前年同期から
件数ベースで９・５％︑金額ベ
ースで ％増加した︵図表２︶︒
第２四半期の株式資本市場に
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800

救済スキーム実施に向けて︑資
本市場を積極的に活用して大型
の資金調達を行った︒６月末ま
でに︑グローバルで 本の新型
コロナ対応債が発行されている︒
さらに企業も︑バランスシート
強化︑償還の繰り延べ︑緊急事
態に対応するための手元流動性
の確保を目的として︑社債市場
を活用した︒
また︑米連邦準備制度理事会
︵ＦＲＢ︶の利下げを始めとし
た緩和策によって借入れコスト
が低下し︑特に高格付け企業が
その恩恵を被っている︒米アマ
ゾン社が６月に発行した３年債
と５年債のクーポンは︑それぞ
れ０・４％︑０・５％で︑米国
で投資適格債として史上最低水
準の金利による起債となった︒
グローバルな債券資本市場全
体では︑５・５兆㌦起債され︑
史上最も活発な上半期となった
︵ 図 表 １︶︒ う ち 社 債 発 行 は︑
前年同期比 ・６％増えて︑こ
ちらも過去最高を記録︒ハイイ
ールド債︑投資適格債とも２桁
成長を実現した︒
投資適格債の発行額は２・８
兆㌦︑同 ・４％増で史上最高
となった︒欧州の投資適格債は
６８０６億㌦の発行で︑同 ・
３％の増加︒アジアでは８４５
７億㌦︑日本は１００２億㌦で︑
それぞれ同 ・１％増︑同 ・
１％増で２桁成長となった︒増
加は全業種に及び︑ハイイール
ド発行市場は︑３月にほぼ閉鎖
状態に追い込まれたが︑ 年上
半期通算ではグローバル市場で
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株式資本市場の動向

〔図表２〕
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債券資本市場の動向
〔図表１〕

よる調達額は︑第１四半期と比
べ１４１・４％増で︑グローバ
ル株式資本市場にとっては︑１
９８０年の集計開始以来︑最も
大きい伸びとなった︒既公開企
業の増資案件や転換社債への投
資家からの需要は旺盛で︑株式
資本市場を志向している投資家
も多いことを示している︒
他方︑ＩＰＯ市場は様相が異
なる︒第１四半期の実績は件数
ベースで前年同期比 ・１％増︑
オファリング額は２６１億㌦で
同 ・１％上昇したものの︑パ
ンデミックの影響を受けて第２
四半期は一転し︑６月に復調し
たものの︑件数ベースでは同
・４％減︑金額ベースでは同
％減と大きく落ち込んだ︒この
期間通算では︑グローバルＩＰ
Ｏ市場での案件は４１９件と同
％減で︑ 年以来の水準であ
る︒発行額は５６５億㌦︑同
・７％の減少で︑ 年以来の低
調な数字となった︒
案件別では︑米Ｔモバイル社
による１５９億㌦の増資が最大
で︑これは︑テレコムセクター
としては︑史上６番目の規模と
なる︒苦境に陥った航空業界に
46 38

21

おいてはシンガポール航空の増
資が注目された︒ＩＰＯでは︑
北京上海高速鉄道の 億㌦が最
大で︑５月のオランダコーヒー
社 億㌦の案件
大 手 Jde Peets
がそれに次いだ︒
44

先行き不透明感の影響が大きい

8
9
10 11 12 月
取引金額2020年（左目盛）

2
3
4
5
6
7
取引金額2019年（左目盛）

1

件数2019年
（右目盛）

400

300

200

９９１件︑組成額は１２５８億
㌦︒件数ベースでは同１・９％
減で 年以来の低水準となった
が︑金額ベースでは︑同 ・７
％増を記録した︒
案件別では︑米Ｔモバイル社
が買収目的のために調達した２
７０億㌦のローンパッケージが
最大だった︒またオランダのエ
アバス社が１６５億㌦︑米ボー

0

シンジケートローンの動向

〔図表３〕

シ・ローン市場

企業が競って流動性を求めた影
響で拡大が観察されたが︑現在
はその水準からは低下傾向を示
しており︑徐々に新型コロナ以
前に戻りつつある︒
グローバルでのシンジケート
による融資は３９８２件︑１・
９兆㌦となり︑前年同期比では︑
件数ベースで ・６％減︑金額
ベースで ・３％減︒件数では
年以来︑金額では 年以来の
低い水準にとどまった︒さらに
第２四半期は︑第１四半期と比
べて︑案件数では ・８％︑組
成額では ・２％減となった︒
買収関連の融資は２６２５億㌦︑
前年同期比 ・２％の減少で︑
年以降で最も低調だった︵図
表３︶︒
米国は１７７３件で︑１・１
兆㌦を調達︒件数ベースで同
・５％︑金額ベースでは同 ・
７％減少した︒これは︑件数で
は 年以来︑金額では 年以来
の低い水準となる︒日本を除く
アジアは２０２０億㌦で︑同
・９％の減少︒東南アジアは金
額ベースで同 ・８％減少した
が︑豪州は７・３％上昇した︒
日本のシンジケートローンは
46
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グローバル・シンジケートロ
ーン市場では︑パンデミックに
よる先行き不透明感から︑案件
のキャンセルや︑借り手が資金
調達・買収・設備投資を延期ま
たは凍結するケースが相次いだ︒
また︑融資条件の再交渉やコベ
ナンツの修正・免除を求める動
きも目立った︒
一方︑運転資金の確保と手元
流動性を厚くするために︑ロー
ン市場が活発に利用され︑特に
４月は金額・件数とも大きく伸
びた︒しかし︑６月に入ると︑
目先の資金調達にメドをつけた
企業が増えたためか︑変調が明
らかになった︒活況を呈する債
券市場において好条件で調達し︑
利用中のローンを返済する動き
も見られる︒スプレッドに関し
ては︑感染拡大初期には多くの
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イング社が１３８億㌦の大型調
達を実施したのも︑新型コロナ
対応を印象付ける案件となった︒

18

400

＊

＊

スプレッドの動きも今後のカギ
を握りそうだ︒テーマ・業種で
は︑サステナブル関連や年初に
最も期待を集めていたテクノロ
ジーセクターが︑ニューノーマ
ル実現に向けての投資の追い風
を受けて︑牽引役となることが
期待される︒

︵注︶ 本稿での市場動向は︑特別の
記載がない限り︑ 年１〜６月
期を指し︑数値はリフィニティ
ブ集計の６月末日に集計した速
報値に基づいている︒金額はす
べて米ドル︒

20

とみた ひでお
年慶応義塾大学法学部卒︒
年７月トムソン・ロイター・ジ
ャパン代表取締役社長就任︒
年３月同社の社名変更に伴い現
職︒日本投資顧問業協会理事︒
カテリーナ ギント・ロルダン
現所属の前身のトムソン・フィ
ナンシャル︑トムソン・ロイタ

12

地域の投資銀行関連情報を統括︒

ー時代から︑市場情報の収集︑
リサーチに一貫して従事︒現在︑
東京をベースにアジア・太平洋

19

規制当局による大型案件への制
限︑精査の要求や保護主義的な
心理も見逃せない要因となって
いる︒
さらに︑先行きが見通せない
ことから︑撤回となった案件も
少なくない︒撤回された買収提
案のうち 件が新型コロナの直
接的な影響によるもので︑金額
ベースでは５７０億㌦となり全
体の ％を占める︒この数値に
は︑昨年 月に３５０億㌦規模
で提案されたものの︑今年３月
に撤回された米ゼロックスによ
るＨＰ買収案件も含まれる︒
案件別では︑ユニリーバＰＬ
ＣによるユニリーバＮＶの株式
統合が１０６９億㌦︒この期間
における最大案件で︑史上でも
番目の規模だった︒
6

43

経済活動の再開に伴い︑設備
投資︑プロジェクトやＭ＆Ａ等︑
イベントに対するファイナンス
の回復度合いが 年後半の焦点
となるであろう︒また︑多くの
中央銀行による積極的な緩和姿
勢は継続の見込みだが︑さらな
る緩和余地は限られているため︑
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50

一気にスロー ダ ウ ン し た
Ｍ＆Ａ

なった︒これは︑件数で 年以
来︑金額で 年以来の低い水準
となる︒月ごとの数字で見ると︑
４月は 年以来の低空飛行で︑
年のグローバル危機後よりも
さらに悪い数字まで落ち込んだ︒
５月も２９３４件︑６月も２７
３８件で︑６年ぶりの低い数字
と な っ て い る︵ 図 表 ４︶︒ 特 に
大型案件の落ち込みぶりが目立
つ︒
新型コロナの直接的な影響は︑
対面での会議やデューディリジ
ェンスはじめ︑Ｍ＆Ａプロセス
に多くの不確実性をもたらして
いる︒さらに︑案件によっては︑
投資家や企業の資本調達手段へ
のアクセスに強い制約が生じた
ために︑Ｍ＆Ａ活動全体がスロ
ーダウンしている︒今年成立し
た 億㌦を超えるメガ・ディー
ルでは︑案件締結までに平均２
３３日を要し︑過去 年で最長
を記録︒アジアでの 億㌦以上
の案件は︑さらに時間を要し平
均３６２・ 日︵昨年は２４３
日︶となった︒こうしたメガ・
デ ィ ー ル で 長 期 に わ た る﹁ 孵
化﹂期間を必要とする傾向は︑
新型コロナの影響だけではなく︑
20

世界のＭ＆Ａは︑１万９９２
３件︑１・２兆㌦︒件数ベース
で前年同期比 ・６％︑金額ベ
ースで同 ・７％の大幅減少と
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