マッコーリーグループ
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マッコーリーの概要

より良い未来を目指す革新と投資の力に
グローバル金融グループ

幅広いビジネス展開

長期的な視点に立った経営

行動と結果を重視する企業文化

•
•
•
•
•

オーストラリアに本社を置き、同国で上場
オーストラリアのトップ10企業の1社1
約780億豪ドルの時価総額
33市場に1万8,000人以上の従業員
7,748億豪ドルの資産を運用

• 53年間連続黒字経営を達成
• 世界No.1のインフラ投資における資産運用会社2
• 強固な資本基盤と資金調達能力

アニュイティ型業務とマーケット向け業務を融合し
た事業を実施し、さまざまな市況で確実なリターン
を実現

• 顧客、地域社会、スタッフへ様々な機会を提供
• 行動や結果に対する説明責任
• すべての行動における誠実さ

別途記載がない限り、本スライドは2022年3月31日現在の数値を参照。1. 時価総額ベース。出所：Bloomberg。2 IPE Real Assets（2021年7月／8月）。
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グローバル金融グループ
オーストラリアと
ニュージーランド
従業員数

8,300人以上

2

総利益に
占める割合1

25%

アジア
従業員数

3,900人以上

総利益に
占める割合1

2

運用資産

運用資産

1万5,000人以上を雇用4

7万5,000人以上を雇用4

2,261億豪ドル
欧州、中東、
アフリカ
従業員数

2,600人以上

20%

南北アメリカ

ニューヨーク

従業員数

3,200人以上

総利益に
占める割合1

2

運用資産

運用資産

8万3,000人以上を雇用4

5万4,000人以上を雇用4

1,377億豪ドル

48%

3,710億豪ドル

1. 2022年3月31日現在の純営業利益を表示（資本やその他の全社事項における収益を除く）。2 人数には、経営が分離された特定の
子会社で雇用される従業員を含む。3. 2022年3月31日現在。4. 民間市場チームが運用するファンド資産およびマッコーリーキャピタル
が大きな影響力を持つ投資先の従業員を含む。

© Macquarie Group Limited

ロンドン

400億豪ドル

総利益に
占める割合1

2

7%

33市場 に
1万8,000人以上
3

香港

シドニー

拠点

地域本社

の従業員2

4

財務業績
営業利益

単位：
100万豪ドル

2022年度

173億2,400万豪ドル

36%

20,000
16,000

2021年 度 比

12,000
8,000
4,000

0

FY18

FY19

FY20

FY21

1株あたり利益

FY22

2022年度

12.72豪ドル

単位：
豪ドル

51%

15.00

2021年 度 比

12.00
9.00

2022年度

47億600万豪ドル

単位：
100万豪ドル

5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0

56%

2021年 度 比

FY18

FY19

FY20

FY21

1株あたり配当金

FY22

2022年度

6.22豪ドル

単位：
豪ドル

32%

8.00

2021年 度 比

6.00
4.00

6.00

2.00

3.00

0

利益

FY18

FY19

FY20

FY21

FY22

0

FY18

FY19

FY20

FY21

FY22

過去の数値は比較のため、2022会計年度上半期の為替レートで換算。豪ドル以外の数値は、2022年度上半期の平均為替レートで換算。
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幅広いビジネス展開
アニュイティ型業務 | 純利益貢献度
BFS

MAM

約44%

Banking and Financial Services Macquarie Asset Management
（リテール部門）
（資産運用部門）

マーケット向け業務 | 純利益貢献度

CGM

Commodities and Global Markets
（コモディティーズ・市場部門）

約56%

MacCap

マッコーリーキャピタル

グローバルな対応能力：
• 7,731億豪ドル2の資産を運用する専門性の高い世界 グローバルな事業では、資本および資金調達、リスク管理、市場アクセス、現場でのエクセ
的な資産運用会社であり、顧客と地域社会のために キューション、およびロジスティクスに関するソリューションを幅広い顧客基盤に提供
持続可能な価値を創造し、全ての人々にポジティブ
• 資本および資金調達：資本構成全般にわたり、 • 市場アクセス：顧客がグローバルな流動 • アドバイザリーおよび資本調達サービス。資本構
なインパクトを与えるために投資を実行
成にわたりパートナーやクライアントと共に投資
性や電子市場を通して、資産や価格事項
資金調達および資産管理のソリューションを
• プライベート市場と公開市場においてさまざまな分
し、多様なセクターにわたり、クライアントに専
にアクセスすることを支援
顧客に提供
野にわたるクライアントに投資ソリューションを提
門知識やアドバイス、柔軟性のある資本ソリュー
• リテール顧客、アドバイザー、ブローカーおよび
供（インフラ、グリーン投資、農業と天然資産、不 • リスク管理：顧客がコモディティや通貨、ク • 現場でのエクセキューションおよびロジ
ションを提供
ビジネス顧客に対し、多様な個人向けバンキング、 動産、プライベートクレジット、アセットファイナ
スティクス：顧客による現物コモディ
レジット、株式市場の価格変動へのエクス
ウェルスマネジメント、企業向けバンキングおよ
ティへのアクセスを支援して生産側から • 運輸、デジタル、社会インフラなどを中心に、イ
ポージャーを管理する業務を支援
ンス、エクイティ、債券、マルチ・アセット・ソ
びサービスを提供
ンフラおよびエネルギー関連のプロジェクトや企
消費側への輸送を促進
リューションなど）
業の開発と投資を実施
• マッコーリーのリテールバンキングおよび金融
サービス事業におけるBFS預金総残高は980億豪
ドル1、ローンのポートフォリオは1,102億豪ド
ル1、プラットフォーム資産残高は1,186億豪ド
ル1

2022年度の純利益貢献度
BFS | 約11%

リスク管理グループ

MAM | 約23%

マッコーリーにおける重大なリスクに関する客観的な
検証や対処、監督、監視、報告に責任を有する独立し
た統括部門

• 株式仲介では顧客に対して、株式調査、セールス、
執行能力、コーポレートアクセスを提供

CGM | 約10%

法務およびガバナンスグループ

戦略的な法務・ガバナンスアドバイス、リスク評価
など、法務およびコーポレートガバナンスに関する
総合的なサービスを提供

CGM | 約31%

財務管理グループ

マッコーリーの全部門に対して、財務、税務、資金管理、広報、
助言などのサービスを提供

MacCap | 約25%

企業経営グループ

テクノロジー、オペレーション、人事、職場環境、戦略、オペレー
ショナルリスク管理、データや事業変革、危機対応、全社的なセ
キュリティなどを通じて専門家サポートサービスを提供。マッコー
リーグループ基金の運営も担う

注：本文書において純利益貢献度とは、未割り当ての一般管理費、利益分配、所得税を考慮しない管理会計利益貢献度である。1. BFS預金は住宅ローンオフセット口座を含み、法人／ホールセール預金を除く。2 2022年3月31日現在。
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マッコーリー・アセット・
マネジメント

複数のアセットクラスにわたり投資家の資金をアクティブ運用

インフラ

グリーン投資

農業および
天然資産

不動産

アセット
ファイナンス

エクイティ

債券

マルチ・
アセット・
ソリューション

約23%

プライベート
クレジット

2022年度の純利益貢献は1
2

21億5,000万豪ドル
7,731億豪ドル
の資産を運用3

1. 純利益貢献度は、未割り当ての一般管理費、利益分配、所得税を考慮しない管理会計利益貢献度である。2. 2022年度の事業グループの
純利益貢献度に基づく。3. 2022年3月31日現在。4. IPE Real Assets（2021年7月／8月）。5. 2022年3月31日現在の運用資産額による。
Strategic InsightおよびMorningstarが発表したデータに基づく。データには、米国投資信託協会（ICI）が定める販売方法に則った投信
（仲介販売型、機関投資家向け、直販型、退職年金向けファンドなど）を含む。変額保険商品、クローズドエンド・ファンド、ETF、
パッシブ型投信、マネーマーケットファンド、オプティマムファンドを除く。

© Macquarie Group Limited

No.1

世界
のインフラ投資における
資産運用会社4

約169

のインフラおよび実物資産を
約1億人以上の人々が日常生活で
利用

米国投信
アクティブ運用会社5

トップ25
7

銀行・金融サービス

テクノロジーを積極的に活用したオーストラリアでの
リテールバンキングとウェルスマネジメント

個人向けバンキング
住宅ローン
自動車ローン
銀行口座
クレジットカード

ウェルスマネジメント
投資 財務アドバイス
ラップ口座

企業向けバンキング
物件サービス
専門家サービス

2022年度の純利益貢献は1

約11%

2

10億100万豪ドル
170万人の顧客
オーストラリアでおよそ

1. 純利益貢献度は、未割り当ての一般管理費、利益分配、所得税を考慮しない管理会計利益貢献度である。2. 2022年度の事業グループの
純利益貢献度に基づく。3. 2021年Mozo Experts Choice AwardsのExcellent Banking AppおよびInternet Bankingを受賞。Canstar
Outstanding Value Transaction Account 2021およびCanstar Outstanding Value Savings Account 2021を受賞。4. 2022年3月31日現在。

© Macquarie Group Limited

受賞歴のある

デジタルバンキングサービス3

オーストラリア初

のオープンバンキング・プラット
フォームを通じ、顧客は自分の
データを管理

980億豪ドル

のBFS預金総残高4

オーストラリアにおけるローン
およびリースのポートフォリオ

1,1022億豪ドル4

30年以上にわたり、オーストラリ
アの利用者に革新的かつ、競争力
のある商品を提供
技術スタックを再構築し、単一の
コアバンキングシステムにより業
界で初めて融資とリテール預金を
提供

8

Commodities and Global
Markets（コモディティーズ・市場部門）

CGMはコモディティ、金融市場、アセットファイナンスの各分野で資本・
資金調達、リスク管理、市場アクセス、現場でのエクセキューションなど
のサービスを提供するグローバルな事業です

30年以上 20年以上 15年以上
鉱業・金属、先物、
為替市場での経験

約41%

2

農業、テクノロジー、
エネルギー、再生可能・
メディアおよび通信（TMT）持続可能エネルギー市場での
での経験
経験

2022年度の純利益貢献は1

39億1,100万豪ドル

1. 純利益貢献度は、未割り当ての一般管理費、利益分配、所得税を考慮しない管理会計利益貢献度である。2. 2022年度の事業グループの
純利益貢献度に基づく。3. Platts 第4四半期 - 2021年12月。4. 2022年3月現在のASX 24（SFE）月次レポート 5. Private Debt Investor誌が
選ぶ2021年トップ10ファンド。6. 2022年3月31日現在。7. 2022年3月31日現在のSAF TMT作成データ。8. Energy Risk Awards 2022およ
びEnergy Risk Asia Awards 2021を受賞。
9. Energy Risk Awards 2022。10. Energy Risk Asia Awards 2021。
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No.4

北米

の現物ガス販売業者3

第1位の先物ブローカー
オーストラリア証券取引所で

4

世界有数のプライベート
クレジットファンド

の半数以上が、クレジット決済を
マッコーリーに委託5
メーター1,000万個以上を
住宅と企業に提供6

200万台以上の

スマートフォンとタブレットを
全世界でリース7

ハウス・オブ・ザ・
イヤー
•
•
•
•
•

デリバティブ8
石油および製品8
天然ガス・LNG9
ベースメタル10
コモディティリサーチ10

9

マッコーリーキャピタル

アドバイザリーサービスを通し、お客様やパートナーと共に
投資機会を実現
インフラ

グリーンエネルギー

テクノロジー

電気通信および
メディア

重要な鉱物と
エネルギー

不動産

工業

ヘルスケア

金融機関

消費者、ゲーミング
およびレジャー

サービス

航空宇宙、防衛および
行政サービス

約25%

2

24億豪ドル
2022年度の純利益貢献は1

4,570億豪ドル
2022年度のディール総額3：

1. 純利益貢献度は、未割り当ての一般管理費、利益分配、所得税を考慮しない管理会計利益貢献度である。2. 2022年度の事業グループの
純利益貢献度に基づく。3. DealogicとIJGlobal報告によるマッコーリーグループの完了M&Aディール、投資、株式・債券資本市場取引を
当該報告日レートで換算した金額に基づく。金額は取引総額であり期待額ではない。4. Inspiratia（2021暦年、金額ベース）5. IJ Global
（2021暦年、金額ベース）6. Dealogic（2021暦年、金額ベース）7. Dealogic（2012年4月1日から2022年3月31日の間に完了・公表した
案件数） 8. Dealogic（2012年4月1日から2022年3月31日の間にASXおよびNZXで調達した金額） 9. Inframation（2021暦年、案件数ベー
ス7件、金額ベース1件、金額および案件数ベース3件。11カテゴリーのうち2カテゴリーで同率1位）
10. Inframation（2021暦年、案件数ベース）。11. 2022年3月31日現在。12. Coalition Greenwich US Domiciled Accounts（アジアでの
取引成績、2021年）。13. 2022年3月31日現在の出資誓約ポートフォリオ。
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No.1

• グローバルインフラ分野のファイナンシャル
アドバイザーとして4
• グローバル再生可能インフラ分野のファイナ
ンシャルアドバイザーとして5
• グローバル社会・防衛インフラ分野のファイ
ナンシャルアドバイザーとして（2年連続）5
• グローバル社会・防衛プロジェクトのファイ
ナンシャルアドバイザーとして（2年連続）5
• ファイナンシャルアドバイザー別グローバル
PFI・PPPプロジェクト取扱金額6
• オーストラリアとニュージーランドにおける
過去10年間のM&A7およびIPO8
• 11カテゴリーでファイナンシャルアドバイ
ザーとして9
• グローバル再生可能エネルギー分野のファイ
ナンシャルアドバイザーとして（2年連続）10

世界の上場企業

1,000社以上
に対する独自の知見4

アジア太平洋地域（APAC）の
ハイタッチ取引チームが米国の
アジア株式取引口座

カバレッジ率でNo.1
にランク

150億豪ドルを上回る自己投資ポート
フォリオ13。その中心は130億豪ドルの
クレジットポートフォリオなど。
クレジット市場に特化した投資とオー
ダーメイドの資金調達ソリューションに
より2022年度には過去最高額を更新。

10

地域社会におけるマッコーリー

マッコーリーグループ基金はマッコーリーグループの慈善部門です
創業以来、マッコーリーは事業エリアを中心として世界中の地域組織
に5億豪ドルを超える寄付を行っています。

4,400万豪ドル

2,300

5百万豪ドル

5億2,000万豪ドル

の寄付を実施1

に相当する寄付を熟練した
ボランティア活動を通じて実施1

1. 2022年3月31日までの12カ月間。

© Macquarie Group Limited

の地域組織を支援1

1985年創業以来の寄付合計額

マッコーリーグループ基金の助成パートナーであるAidhaと共催した金融教育ワークショップの様子（シンガポール）

“

マッコーリーグループ基金はマッコーリーが企業としての
目的を実現する上で重要な役割を果たしています。「社会
的・経済的な流動性を支援する私たちの助成プログラムは、
スタッフ主導の力強い慈善活動に支えられて規模と影響力
が拡大しています。また、マッコーリーの事業と連携して
社会的インパクトを高める機会も追求しています。」
Alex Harvey
マッコーリーグループ基金理事長

11

企業文化
ビジネスアプローチ

© Macquarie Group Limited

12

マッコーリーの根本原理
当社が事業する理由は、当社の目的で明らかにされています

より良い未来を目指す革新
と投資の力に
どのように事業を進めるかを定義した
3つの経営理念によって実現

機会を実現する | 責任を果たす | 誠実を貫く

© Macquarie
MacquarieGroup
GroupLimited
Limited
©

13

専門性を高め、関連分野に参入
コモディティ
貴金属

ベースメタル

インフラ

投資運用

債券

公益事業

不動産

農産物
実物商品
石油、ガス、電力

Waddell & Reed
Financial, Inc.の買収

グローバルなコモディティ
のプラットフォーム

7,748億豪ドルの
資産を運用

進化し続ける多様な事業

© Macquarie Group Limited

エネルギー

エクイティファンド

二酸化炭
素排出量

コミュニケーション

輸送

1,583億豪ドルの
株主資本を運用

アセットファイナンス
IT

回転翼機
電力メーター
医療機器
資源
再生可能エネルギー

デジタル

スマートフォン

インフラ投資の
パイオニア

専門的な
アセットファイナンスの
ソリューションを提供

再生可能エネルギー
陸上風力
太陽光
洋上風力
貯蔵
廃棄物発電

グリーン・インベストメント・
グループ
グリーンエネルギー投資と
開発での専門知識

14

社会的な意義を常に意識

約1億人

50GW以上

カーボン
ニュートラル

5億2,000万豪ドル

22万7,000人以上

世界全体で
サプライヤー

100%

世界トップ
の再生可能エネルギー
アドバイザー4

がマッコーリーの管理する
公益サービスを日々利用

の雇用をマッコーリーの
運用資産を通じて創出3

のグリーンエネルギー
プロジェクトを開発、
建設、または運用中1

2万1,000社

を2010年から達成2

の再生可能電力使用率
を2022年度に全世界で
達成2

を1985年以降地域社会
に寄付3

1. 2022年3月31日現在。2. スコープ1およびスコープ2の排出量と出張を対象範囲とする。3. 民間市場チームが運用するファンド資産およびマッコーリーキャピタルが大きな影響力を持つ投資先の従業員を含む。
4. Inframation（2021暦年第3四半期、案件数および金額ベース）。

© Macquarie Group Limited
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強固なリスク管理の枠組み

事業レベルでの
リスクに対する責任

あらゆるケースの
想定

リスク管理グループによる
独立した審査・承認体制

30年以上変わらない経営理念
53年間連続の黒字経営達成の主な要因

© Macquarie Group Limited
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環境、社会およびガバナンス
環境・社会リスクの
管理

431件

弊社の環境・
社会リスク（ESR）
ポリシーに基づき
評価された
取引件数

気候変化

環境・社会融資

2050年までに
ネットゼロを
達成

30 GW以上の

従来のエネルギーに
対する投資1豪ドルごと
に、再生可能
エネルギーに

6.40豪ドル
を投資1

グリーンエネルギー
資産を開発中
（2022年3月31日現在）2

16 GW

のグリーンエネルギー
資産を稼働または
運用中2

直接操業における
持続可能性

100%の

再生可能電力使用率を
2022年度に全世界で
達成3

1人当たり排出量を
2010年度の基準値から

91%

削減
（2021年度からは
43%の削減4）

カーボン
ニュートラル
を2010年から達成5

1,7000万豪ドル
をマイノリティが
経営する企業に投資
（2022年度）

詳細はmacquarie.com/ESGをご覧下さい。

顧客体験

従業員および職場

行動規範および倫理

2021 MFAA Excellence
AwardsのMajor Lender of
the Yearを受賞
2022 CANSTAR
Outstanding value
award for Savings and
Transaction Accountsを
受賞
IPE Real Assets誌のイン
フラ投資マネージャー
トップ100ランキングで
2017年以降1位に選出
2021 Financial
Standard Investment
Leadership Awardsに
おけるInvestment
Manager of the Yearを
受賞
2021年度のPeter Lee
調査において機関投資家
が選ぶオーストラリアの
ESGリサーチ部門で最高
のレーティングを獲得

オーストラリア職場平等
指数で

目的に合わせた研修、
ワークショップおよび
指導者による
セッションを

プラチナ企業に
選出
ストーンウォールの
2022年版「最もインク
ルーシブ（包摂的）な

No.1

8,000人の
従業員6に提供

マッコーリー
グループ基金

1985年の創業以来

5,200億豪ドルを
マッコーリーの従業員
および基金から寄付
（2022年度は
4,400万豪ドル）7

英国企業」で
に選出

米国の2022年度企業平
等指数で

100%の
スコアを獲得

1. (i) 純資産を通じて公正価値で測定されるバンキング勘定のエクイティ投資、 (ii) マッコーリーが大きな影響力を持つ、または共同管理している投資（関連会社や合弁事業への投資）および（iii）連結対象子会社を通じて所有する投資を含む。オフバランスシートの出資契約を除く。
2. グリーンエネルギー資産のGW（ギガワット）は、各資産の100%生成能力を反映（マッコーリーが2022年3月時点で所有／運用する部分によるものではない）。3. 2022年度における当社電力消費量の100%を再生可能エネルギーで発電した電力として調達。内訳はグリーンタリフが
43%、償却済みまたは2022年6月30日までに償却予定のエネルギー属性証明書が57%。韓国市場では可用性の低さによりRE100市場境界基準の要件である再生可能エネルギー証明書を取得できなかった。その他全ての購入再生可能エネルギーは同基準に沿って調達したものであり、こ
の時点での適合度は98.4%である。当社は2025年のコミットメントに先がけて2023年度までにRE100基準に完全適合することを目指している。4. 2022年度の1人当たり排出量は、稼働可能な市場ベースの排出量である二酸化炭素排出量14,238トン（スコープ1と2の排出量およびス
コープ3の出張が対象）を合計人数17,556名（経営が分離された子会社が雇用するスタッフを除く全世界の合計従業員数）で除して算出したものである。5. スコープ1およびスコープ2の排出量と出張を対象範囲とする。6. 目的に合わせた内容では、ハイブリッド型職場環境における職
務遂行や監督、誠実さ、率直な会話、心理的安全性に焦点を当てている。マッコーリーは、必須の行動規範に関するオンライン研修を受けることも世界各国の全従業員に義務付けている。7. 従業員の寄付およびファンドレージングに対するマッコーリーグループ基金のマッチング支援、
マッコーリー勤続10周年および25周年を達成した従業員を祝う基金による寄付、マッコーリー従業員による12カ月間のボードサービスを表彰する非営利団体への基金からの助成金、コミュニティ組織へのマッコーリーおよび基金からの助成金を含む。

©
MacquarieGroup
GroupLimited
Limited
© Macquarie
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4つの重要分野で
気候変動対策を推進

01

グリーンエネルギーの
開発と投資

02

顧客や投資先企業の
脱炭素化を支援

ネットゼロに向けた
取り組みの推進

03

© Macquarie Group Limited

気候変動に耐性のある
インフラの構築

04

18

ダイバーシティ、公平性およびインクルージョン
に対する長期的なコミットメント

マッコーリーは、従業員各々の多様性が企業としての力の源泉となっていることを認識しています。各々の
多様性を受け入れる公平な職場環境を通じて、当社の従業員、顧客、株主、地域社会に対し、より革新的で
持続可能なソリューションを届けることができます。
当社は3つの分野での
行動に重点を置き、会社
としての発展とより良い
事業に向けて取り組んで
います。

人材の多様性

各々の従業員が多様性を尊重
し、あらゆる活動において、
様々な視点、考え方、知見を
持ち込む

135以上

の様々な文化的アイデン
ティティーが地球上に存在
© Macquarie Group Limited

公平性への
コミットメント

多様性の受け入れ

96%

50%

障壁を取り除き、違いを尊重
して受け入れ、インクルー
ジョンの範囲を広げて誰もが
潜在能力を全面的に発揮でき
るようにする

全社で育児休暇を経た
職場復帰の割合

従業員の独自性を尊重し、従
業員を貢献度によって評価し、
従業員がありのままでいるこ
とを讃え合うような職場を構
築する

マッコーリーの取締役会に
女性が占める割合

“

マッコーリーでは、誰も
が自分の個性を価値ある
ものと感じ、異なる見方
や考えが受け入れられる
職場環境の構築を目指し
ています。”
Shemara Wikramanayake
最高経営責任者

19

企業文化
地域社会における
取り組み

© Macquarie Group Limited
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マッコーリーグループ基金

価値ある社会的影響をもたらすために、従業員やビジネス、地域社会を3つの独自の方法で
支援しています

従業員の
エンゲージメント

当社の従業員は、地域社会の組織を支援
先として自ら選び、リーダーシップを発
揮しながら熱心に奉仕活動や金融支援に
取り組んでいます。当社はこのような従
業員の活動を支援しています。
従業員の生活と勤労の拠点である地域社
会に目を向けることにより、地域のニー
ズに対する理解を深めることができ、従
業員の時間と能力と人間関係を活用して
大きなインパクトを実現することが可能
になります。

戦略的プログラム

助成：複数年度にわたる様々な助成制度を世界各地で実施し、
青少年に社会的・経済的な流動性を提供
50周年記念アワード：社会にインパクトを与える意欲的なプ
ロジェクトを支援する5つの組織に5,000万豪ドルを資金提供

COVID-19基金：直接的な救済、医療研究、経済回復を支援す
る40の組織に2,000万豪ドルを資金提供
社会的インパクト投資：投資を通じて社会的問題への長期
的・体系的な取り組みを行い、金銭的リターンだけでなく測
定可能なプラスの社会的インパクトを創出

地域社会の拡大

マッコーリーグループ基金はマッコーリーグループ・コレクションやマッコーリースポーツを運営しています。
詳しくはmacquarie.comをご覧ください
© Macquarie Group Limited
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マッコーリーグループ基金

COVID-19基金

世界各地の401に及ぶ地域組織へ2,000万豪ドルを提供
直接的な救済

支援を必要とする層に向けて、食糧、医療支援、人道援助キット、公共医療教育/情
報を届けるために、29組織へ735万豪ドルを提供

医療研究

隔離、検疫、物理的な距離、COVID-19治療の効果と利点を研究するオーストラリア
のプロジェクト2件に200万豪ドルを提供

経済回復

支援を必要としている学生や労働者、企業に向けて、技能再教育や経済活動の再開を
支援している12組織へ1,065万豪ドルを提供
当社のCOVID-19基金について、詳しくはmacquarie.comを
ご覧ください

1. 3つの組織が1件以上の助成金を受領。

© Macquarie Group Limited
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マッコーリーグループ基金

50周年記念アワード

受賞者の
ご紹介

ラスト・マイル・
ヘルス
遠隔地域の命を救う

モナシュ大学の
ワールド・モスキート・
プログラム
医療制度の整っていな
い地域を蚊が媒介する
感染症から守る

ソーシャル・
ファイナンス
社会進歩を促すために
資本を動員

オーシャン・
クリーンアップ
世界の海洋プラスチッ
クを取り除くために
最先端のテクノロジー
を開発

50周年記念アワードを2018年に創設。私たちの生活と勤労の拠点である地域社
会の支援という当社の伝統をさらに広げます。
世界中の非営利組織から約1,000件の応募があり、その中から5件の受賞者を選
定します。
社会にインパクトを与える意欲的なプロジェクトを実現する各受賞者に対して、
5年以上にわたってそれぞれ合計1,000万豪ドルを提供します。

50周年記念アワードについて、詳しくはmacquarie.comを
ご覧ください
© Macquarie Group Limited

マードック・チルド
レンズ・リサーチ・
インスティテュート
世界疥癬プログラム
全世界の疥癬（かいせ
ん）撲滅に向けた活動

23

マッコーリーグループ基金

マッコーリーグループ・ コレクション

“

マッコーリーグループ・コレクションは、マッコーリー
の伝統に基づいています。新しいアイデアを積極的に
探究し、新しい才能を支援し、多様な考え方を受容する
弊社の文化を反映しています。”
Helen Burton
マッコーリーグループ・コレクション、ディレクター

1987年設立

オーストラリアの
新人アーティストを支援

世界各地の41のオフィスで
950点以上の作品を展示

テーマは田園風景と心理描写

マッコーリーグループ・ コレクションについて、詳しくは
macquarie.comをご覧ください
© Macquarie Group Limited

Myles Young, Shortcut to Widefield, 2020
マッコーリーグループ・ コレクション © the artist
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マッコーリーグループ基金

地域社会の拡大：マッコーリースポーツ

1999年設立

オーストラリア全域の子供に
スポーツの機会を草の根で提供

設立以来、200,000人以上の
子供を支援

80種類以上の奨学金を優秀な
選手に提供し企業領域への
移行を支援

“

「スポーツは機会をつくり変
化をもたらす力強い手段です。
マッコーリースポーツは20年
以上にわたり、オーストラリ
アの子供たちを勇気づけ、地
域のスポーツを支援していま
す。」
Antony Green
マッコーリースポーツ、理事長

マッコーリースポーツについて、詳しくは
macquarie.comをご覧ください

すべてのデータは2022年3月31日現在。

© Macquarie Group Limited
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世界各地の拠点
オーストラリアと
ニュージーランド

© Macquarie Group Limited
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オーストラリアと
ニュージーランドのマッコーリー

25%
収入*の

10
2

約780豪ドルの時価総額1 –

オーストラリア最大級の
上場企業

拠点

市場

8,300
従業員数

人以上1

オーストラリア
アデレード
ブリスベン
キャンベラ
ゴールドコースト

ニュージーランド
オークランド

*円グラフは2022年3月31日現在の純営業利益に基づく（資本やその他の全社事項における収益を除く）。
1. 2022年3月31日現在。

© Macquarie Group Limited

マンリー
メルボルン
パース
シドニー

ウェリントン

オーストラリア市場
をリードするポジション

1969年
創業

“

オーストラリアとニュージー
ランドで半世紀にわたって
築き上げた強固なビジネスが
基盤となり、企業文化の
グローバルな成長が可能に
なりました。”
Shemara Wikramanayake
最高経営責任者

27

オーストラリアとニュージーラ
ンドでのビジネス活動
すべてのビジネスグループ
でフルサービスを提供

オーストラリアでトップ
クラスのエクイティ
リサーチチーム

オーストラリア最大級の
多角的な農業経営者

オーストラリア市場初と
なる機能を実装して、
最先端のデジタルバン
キング商品を提供

2021 Investment Manager
of the Year、Best Small
Companies Fund 20212

オーストラリアとニュー
ジーランドにおいて過去
10年間でNo.1のM&A7
およびIPO8

1. Global Finance 2020年、2021年。2. Financial Standard Investment Leadership awardsにおけるInvestment Manager of the Year 2021
(Australia)、Best Small Companies Fund 2021、Money誌のBest of the Best 2021 Awards (Australia)を受賞。3. Inframation（2021暦年、
案件数および金額ベース） 4. IJ Investor Awards 2021。5. Inframation（2021暦年、金額別）。6. Global Finance 2020年、2021年、2022
年。7. Dealogic（2012年4月1日から2022年3月31日の間に完了・公表した案件数） 8. Dealogic（2012年4月1日から2022年3月31日の間に
ASXおよびNZXで調達した金額） 9. Inframation（2021暦年、案件数および金額ベース） 10. 2022年3月現在のASX 24（SFE）月次レポート
11. Mergermarket M&A Awards 2021。12. 2022年3月31日現在。

© Macquarie Group Limited

第1位

• オーストラリアのファイナンシャルア
ドバイザーとして3
• オーストラリア・ニュージーランドの
電力関連ファイナンシャルアドバイ
ザーとして3
• AirTrunk主催のデジタルインフラ
ディール・オブザイヤー（APAC）4
• ファイナンシャルアドバイザー・オブザ
イヤー（APAC）4
• オーストラリア・ニュージーランドの
社会的インフラ関連ファイナンシャル
アドバイザーとして5
• ベスト・インベストメント・バンク オーストラリア（3年連続）6
• オーストラリア・ニュージーランドの
ファイナンシャルアドバイザーとして9
• オーストラリア証券取引所の先物ブ
ローカー10
• M&Aファイナンシャルアドバイザー・
オブザイヤー11

リテールバンキングおよび金融
サービスのポートフォリオ12：

1,186億豪ドル

のプラットフォーム資産残高12

895億豪ドル

の住宅ローンポートフォリオ
28

オーストラリアおよび
ニュージーランドにおける
ダイバーシティおよび
インクルージョン文化の強化
当社は家族に配慮した職場1およ
び育児と介護にやさしい組織
（国内レベル2）2として認定さ
れており、育児や介護中の人々
とその個人的な取り組みを真摯
に支援する姿勢が評価されてい
ます。

LGBTQ+女性の包摂感と心理的安
全性の向上に関する取り組みが評
価され、2021年オーストラリア職
場平等指数3でプラチナ企業に選出
されました。

「インクルーシブ・リーダーシップ・マスタークラス」
シリーズを全ディレクターに展開。積極的で目に見える
アライシップを構築し、全社員の帰属意識向上を推進。

1. Parents at Work、2021年。2 Carers + Employers、2022年。3. Australian Workplace Equality Index、2021年。

© Macquarie Group Limited

影響を与える

人種的平等への歩みをさらに
加速させるため、Reconciliation
Australiaと提携して当社初の協
調活動計画を策定。

CareerTrackersやCareerSeekers
のプログラムと連携して、
先住民族および難民出身の
学生50名に有給インターン
シップを提供。

「女性ビジネスシリーズ」

や「金融・技術分野における
女性の地位向上」イベントを
通じて、金融サービスや技術分野
でのキャリア機会を探す若い女性
を後援。

ガディガル族の保護を求めて
当社シドニー本社で開催した
特別展「Warrane」
29

世界各地の拠点
アジア

© Macquarie Group Limited
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アジアにおけるマッコーリー

7%

収入*の

14

拠点

11

市場

3,900
従業員数

人以上1

アジア
バンコク
北京
グルグラム
香港
新竹
ジャカルタ
クアラルンプール

*円グラフは2022年3月31日現在の純営業利益に基づく（資本やその他の全社事項における収益を除く）。
1. 2022年3月31日現在。

© Macquarie Group Limited

アジアに関する
専門知識と知見で

マニラ
ムンバイ
ソウル
上海
シンガポール
台北
東京

アジアとその他の地域をつなぐ
世界最大の成長地域に

拠点を確立

1994年からこの地域で

ビジネスを展開

“

世界にとってアジアはこれま
で以上に重要な地域となりつ
つありますが、
弊社はこの地域とのつながり
を生かし、その発展に貢献す
ることができます。”
Verena Lim
最高経営責任者（アジア）
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アジアでのビジネス活動
Derivatives House of the
Year, Base Metals House of
the Year, Oil and Products
House of the Year and
Commodity Research
House of the Year1
クロスボーダーのフローを
推進
• 2021年ベスト・ストラク
チャード・ワラント・
イシュアー3
• トップイシュアー –
イノベーション4
• 上場レバレッジ商品トップ
イシュアー5

2,500人の

当社シェアードサービス
センタースタッフが
マッコーリーの
グローバル事業を支援

640銘柄以上
の株式をカバー2
トップクラスの
コモディティ
清算参加者6

CGMはコモディティ、金融市場、アセットファイナンスに
またがる統合的なアジア向け商品を顧客に提供しています

1.Energy Risk 2021 Awards。2. 2022年3月31日現在。アジア11市場を網羅。3. Bursa Excellence Awards 2021において受賞。4. 香港証券取
引所から受賞。5. シンガポール証券取引所から受賞。6. コモディティ清算参加企業5社が、シンガポール証券取引所のCommodities Awards
2020を受賞。7. 2022年3月31日現在。8. Inframation（2021暦年、案件数ベース）。9. 2021年版機関投資家ランキングに基づく。10. シンガ
ポール証券取引所主催のBrokers Awards 2021において受賞。11. Bursa Excellence Awards 2021において受賞。
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40億豪ドル
の資産を運用7

トップクラスの
地域インフラおよび
エネルギー事業

第1位

• アジアにおける再生可能エネルギー
関連のファイナンシャルアドバイ
ザーとして8
• アジアにおける電力関連ファイナン
シャルアドバイザーとして3

アジア株式調査チームはアジア太平
洋地域の現地証券会社として第2位に
ランク9
上場レバレッジ商品10
2021年ベスト・ストラクチャード・
ワラント・イシュアーを受賞11
32

アジアにおけるダイバーシティ、 影響を与える
Work-Life Harmony Award
公平性およびインクルージョン Asia
を受賞し、「女性が働きやすい
インド企業ベスト100社」の
文化の強化
1社にも選出
LGBTQ+の積極的な受け入れを主
導する企業という評価を地域社会
の社外パートナーから獲得

“

「アジアは世界で最も多様な文化
と民族を誇る地域です。

視点や経験や文化の違いは当社に
Pride Index Silver Award（日本）、 とって非常に重要です。それがあ
るからこそ、当社は私たちの生活
Workplace Equality Index Silver
と勤労の拠点である地域社会の代
Award（インド）、Community
表者となることができるので
Business LGBT Index Bronze
す。」
Award（香港）をそれぞれ受賞
「インクルーシブ・リーダーシッ
プ・マスタークラス」シリーズを
全スタッフに展開。積極的で目に
見えるアライシップを構築し、全
社員の帰属意識向上を推進。

Verena Lim
アジア地域CEO

1. STEMは科学（Science）・技術（Technology）・工学（Engineering）・数学（Mathematics）の各分野の総称。
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女性の声に耳を傾ける地域男性
リーダーの会を発足し、地域社会
における様々な企業の男性上級
リーダーと女性従業員がネット
ワークを構築し相互理解を深める
機会を推進
The Women's Foundationの
「Girls Go Tech」プログラム
（香港）やNavGurukul（イン
ド）との長年にわたるパートナー
シップにより、STEM1分野にお
ける女性や女子生徒のキャリア
形成を支援
LGBTQ+の従業員、顧客、
地域社会への当社の支援を
示すためにPrideイベントを
開催
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中国におけるマッコーリー

21年以上

4,000人以上

4GW以上

80人以上

中国市場で
の経験

の再生可能エネルギー容量2を太陽光
発電および風力発電にわたって運用

101億豪ドル

合計
を超えるクロスボーダー
M&A取引4でアドバイザリーを
提供

「チャイナ・カーボン・ソリュー
ション」プラットフォームを立ち
上げ、国内顧客に対する排出権ソ
リューションの提供を目指すとと
もに、排出権証書（CCERSと
CEA）の取引にも着手予定7

の雇用を投資資産で創出1

が北京および上海オフィスに
勤務

95万平方
メートル以上

の低温・乾燥物流プラット
フォームを混合使用3

400MW以上

（約10万キャビネット）の
データセンター5

69億4,000万豪ドル

を世界中のパブリックおよびプライベート資産クラスにわたって
中国の投資家向けに運用6
中国におけるエネルギー業界のサプライチェーンに高度な取引ソ
リューションを提供するブロックチェーンプラットフォームTradeGo
の創立株主（他の株主はSinochem、PetroChina、COSCO、Bank of
China、Saudi Aramcoなど）

1. MAMが運用するファンドおよびマッコーリーキャピタルが投資した資産で雇用されているスタッフを含む。正社員、臨時社員、建設作業員を含む。2. 稼働および建設中。3. 稼働お
よび開発中。4. 2018年4月1日から2022年3月31日までの会計年度にわたる。5. 稼働および開発中。すべてのデータは2021年12月31日現在。6. すべてのデータは2021年12月31日現在。
7. 欧州の水素化分解油市場に納品するバイオ燃料の調達と取引を開始（2022年5月現在）。
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マッコーリーグループ基金を通じて
地域社会を支援

資金調達とボランティア活動
教育の支援や、社会的弱者である
子供たちや難民の支援の取り組み。
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韓国におけるマッコーリー

22年以上

にわたり韓国でビジネスを展開
CGMはストラクチャードファイナンス、
リース、残留リスクのソリューションをTMT、
半導体、マイクロモビリティの各業界の企業
に提供するほか、コモディティ、再生可能
エネルギー、債券に関するリスク管理
ソリューションを提供しています。

自己資金投資

経済的インフラ、社会的インフラ、デジタル
インフラ、エネルギー転換インフラに特化
韓国最大の外国投資運用会社の一つであり、
インフラ、プライベートエクイティ、
プライベートコンセッションの各分野で
49件の資産を保有

150人以上

がマッコーリーのソウルオフィスと当社
OSSオフィスに勤務

国内および
グローバルファンド株式
および債券

21,800人以上

マッコーリーグループ基金を通じて
地域社会を支援

募金とボランティア活動
社会的弱者である子供たち、
青少年教育と学生メンターシップ、
動物保護、地域社会を支援

10年以上開催されている

年次コミュニティデー

の雇用を投資資産で創出

マッコーリーの韓国リサーチは39株式銘柄
をカバーし、KOSPIの時価総額の51%を占
める。カバレッジ対象を75株式銘柄または
KOSPIの時価総額の70%へ拡大することを
目指している。

すべてのデータは2022年3月31日現在。
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台湾におけるマッコーリー

17年以上
台湾市場で
の経験

40人以上

約2GW

のプロジェクトで約200万世帯に電力を供給す
る見込み

が3つのオフィスに勤務1

55銘柄以上

50億豪ドルを世界中のパブリック

ワラント発行

およびプライベート資産クラスに
わたって投資家向けに運用2

半導体

トップクラスの設備取引および
アドバイザリープラットフォーム

の株式をカバー

テクノロジーセクターに関する専門知識

2018年より台湾証券取引所および
タイペイエクスチェンジでワラントを発行
タイペイエクスチェンジのOutstanding
Warrants Awards 2020を受賞

マッコーリーグループ基金を通じて
地域社会を支援

募金により社会的弱者である
子供たち、動物、福祉に関す
るプロジェクトを支援

再生可能エネルギーセクターへの
自己資金投資

1. 2022年3月31日現在。2. MAMのみ、2021年12月31日現在。
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日本におけるマッコーリー

20年以上
にわたり日本でビジネス
を展開

• デジタルインフラとエネルギー
転換機会への自己資金投資
• 日本のインフラ投資家
100社以上に及ぶ幅広い
カバレッジ

120人以上
がマッコーリー
日本オフィスに勤務

投資資本ソリューション

中小型株、IPO、ワラント、ブロックトレード、
証券化を含む資金調達
• 投資ソリューション日本の投資家向けの代替商品および
伝統的な資産クラス1
• アクティブなオポチュニスティックファンド経由での
プラットフォームを通じた不動産投資
• 複数のファンドによる日本国内インフラへの投資
• Global Listed Real Estate Fundに対する投資助言

ヘッジおよび金融ソリューション
電力デリバティブ取引において
トップクラスのプレーヤー

FXおよびコモディティの
統合型商品

顧客による現物コモディティへのアクセスを支援

マッコーリーグループ基金を通じて
地域社会を支援

募金とボランティア活動により
低所得地域社会における教育と
福祉の利用を支援

1. AMP Capital Global Equity & Fixed Incomeのビジネス取引を2022年3月25日に完了。
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インドにおけるマッコーリー

16年

にわたりインドで
ビジネスを展開
インドで2008年から事業
を展開し、ファンド3本で
計25億米ドルの株式投資
を実施

60

以上

の資産道路、空港、再生
可能エネルギー、および
通信セクターにわたって
過去および現在で投資

1,800人以上

がグルグラムで財務、
リスク管理、資産運用、
コモディティとグローバ
ルマーケット、ビジネス
サービス、テクノロジー
に関するマッコーリーの
グローバル事業を支援

有数

の独立系株式調査・アド
バイザリー企業で、平均
勤続年数15年のシニアア
ナリストを擁し、セクター
横断的なテーマに関して他
に類を見ない洞察を提供

130銘柄以上
の株式がリサーチカバ
レッジの対象となり、
対象銘柄の時価総額は
約1兆米ドル

インドの有料道路で最大
級の国際的な投資家であ
り、インド初の道路民営
化を手掛けた所有会社。

5万時間を超える

交通安全トレーニングを
毎年開催
民間セクターおよび政府
全体で強固な関係性を
構築

マッコーリーグループ基金を通じて
地域社会を支援

3億4,000万
インド・ルピー

を2015年以来CSR（企業の社会的
責任）活動を通じて寄付し、脆弱
な地域社会のために教育、生活、
福祉、新型コロナ対策および
その他の支援に資金提供 COVID-19
救援基金の提供により差し迫った
ニーズと中長期的なニーズの両方
に対応

1. NHAI：固定方式とTOT方式のハイブリッドイニシアチブ。MOF：国家インフラ投資基金。すべてのデータは2022年3月31日現在。
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シンガポールにおけるマッコーリー
25年以上
シンガポールで
ビジネスを展開

マッコーリーの
コモディティ事業と
金融市場事業の

地域ハブ

390人以上
がマッコーリーの
シンガポールオフィスに
勤務2

エネルギー移行

顧客の脱炭素化の取り組
みを支援

2021年

シンガポール証券取引所

から
上場
レバレッジ商品トップ発
行者賞を受賞
上場ワラントにおける

マッコーリーグループ基金を通じて
地域社会を支援

募金とボランティア活動により
社会的弱者である移民労働者、教
育、動物、環境、低所得地域社会
を支援 COVID-19救援基金の提供
により差し迫ったニーズと中長期
的なニーズの両方に対応

マーケット
リーダー

アジア太平洋地域でトップクラスのインフラファンドマネージャー

54億1,100万豪ドルを運用。エネルギー、インフラ、公益事業およびテクノロジー資産1

1. MAIF1およびMAIF2ファンドについて。2021年12月31日現在。2. 2022年3月31日現在。
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フィリピンにおけるマッコーリー

16年以上

にわたりフィリピンでビジネスを
展開

フィリピン証券取引所の
時価総額の5.13%を占め、
市場全体の

トップ5

にランク3（年初来、4月現在）

1,000人以上

がマニラで

オペレーション、財務、人事、法務、テクノロジー、リスクに関する
マッコーリーのグローバル事業を支援
19億米ドルの資本を運用
するトップクラスのイン
フラ資産運用会社で、輸
送、電力および再生可能
エネルギー（地熱発電）
に投資1

• 最近のM&A案件2件（フィリピ
ン大手発電事業ポートフォリオ
の支配持分取得、およびLRT-1
コンセッション企業の戦略的持
分取得）において売り手側の単
独アドバイザーに就任
• BlueleafEnergyを通じて
SunAsiaEnergyと提携し、フィ
リピンにおける1.25GW浮体式
ソーラーパイプラインを共同開
発
• フィリピンで急成長中の独立系
タワー企業Philtower
Consortium, Inc.への投資を先
頃実施

インフラおよびエネル
ギーセクターへのアドバ
イザリービジネスを展開。 • トップ3外資系ブローカー3
エネルギー移行とデジタ
• 昨年のIPO案件としては4、
ルインフラに対する自己
Monde Nissinの9億5,000万ドル
資金投資を拡大
上場案件でジュニア・インター
ナショナル・ブックランナーに
就任
Best in Consumer sector research（FMAP awards）、
• フィリピンのマッコーリー証
Conglos sector research（FMAP awards）2021を受賞2
券：2021年12月のFMAP Award
2021でベスト・エクイティ・ハ
1. フィリピンの機関投資家が投資する7億米ドル以上の資金をMAMのアジアインフラファンドで運用。2. FMAP Awards 2021。
ウス第2位

マッコーリーグループ基金を通じて
地域社会を支援

資金調達とボランティア活動中高年
層、危険にさらされた社会的弱者で
ある子供たちやコミュニティに対し、
教育をはじめとする支援を提供
COVID-19救援基金の提供により差
し迫ったニーズと中長期的なニーズ
の両方に対応。マッコーリーグルー
プ基金傘下のCOVID-19基金が資金を
拠出して設立したマッコーリー女性
地位向上投資ファンドは、設立以来
プライベートセクターから資本を動
員し、女性が経営するフィリピン国
内中小企業13社に対するインパクト
投資を実施、1,000人以上に及ぶ質の
高い雇用を創出しました。

3. 年初来、2022年4月現在。4. 2021年6月1日現在。
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世界各地の拠点
欧州、中東、アフリカ
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欧州、中東、アフリカ
におけるマッコーリー

20%
収入*の

20

拠点

14

市場

2,600
従業員数

人以上1

欧州
アムステルダム
ブレインツリー
コヴェントリー
ダブリン
エジンバラ
フランクフルト
ジュネーブ
リムリック
ロンドン
中東
ドバイ

ルクセンブルク
マドリード
ミュンヘン
パリ
レディング
ソリフル
ウィーン
ワトフォード
チューリッヒ

南アフリカ
ヨハネスブルグ

*円グラフは2022年3月31日現在の純営業利益に基づく（資本やその他の全社事項における収益を除く）。
1. 2022年3月31日現在。2. 投資家それぞれが保有する様々な割合の直接持分に基づき、MAMが投資家に代わって運用するインフラポート
フォリオ事業を表す。場合によって、ポートフォリオ事業は複数のインフラ資産を運用する場合がある。
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“

EMEAでのマッコーリーのビジネスは絶え
ず成長を続け、インフラ、エネルギーおよ
びコモディティにおける弊社のリーダー
シップに牽引されて、過去10年間に3倍の規
模になりました。我々は、ビジネスにおけ
るプレゼンスを確立している地域の既存の
お客様の支援を継続していくことを第1の優
先事項としつつ、その一方で地域のその他
の部分にわたり、弊社の影響力、能力およ
び顧客基盤を拡大していきます。”
Paul Plewman
最高経営責任者（欧州、中東、アフリカ）

1989年から

この地域でビジネスを展開

33件のインフラ事業資産
を運用2

英国外各地域の人員が
3年間で

37%増加
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欧州、中東、アフリカでの
ビジネス活動
最近の主な動き：2
EMEAにおいて
1,377億豪ドルの資産を運用1 英国を拠点とするグローバルな

欧州ガス市場においてトップクラス
のリスク管理を提供、液体ガスを積
極的に供給し、欧州のホールセール
液体ガスハブ全体にわたり取引を
実施

陸上風力発電事業を始動
ノルウェーとイタリアで大型運輸
プロジェクトを実施
英国とドイツでガス輸送事業者に
任命
ギリシャで送配電網を建設
欧州の太陽光開発企業3社を取得
オランダとドイツにおける不動産
開発

1. 2022年3月31日現在。2. 資産の純資産価値は2022年3月31日現在。3. 2021年9月30日現在。4. IJ Investor Awards 2021（持分比率
40%）。5. IJ Investor Awards 2021 - グリーン・インベストメント・グループ。6. PFI Awards 2021。
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英国のインフラに対し、2005年以降

に約500億英ポンド以上の
資金調達をアレンジ、および投資を
実施1
ルクセンブルグに拠点を置く
ValueInvestにおいて

65億ユーロ以上の資産を運用
ディールオブザイヤー
2021 - Autostrade per L'Italia3
コンベンショナル・パワー＆
グリッド・インフラ・
ディールオブザイヤー –

Viesgoポートフォリオ4
ダイレクト・インベスター・
オブザイヤー（EMEA）5

欧州M&Aディール
オブザイヤー
– Open Fiber6
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欧州、中東、アフリカにおける
ダイバーシティ、公平性および
インクルージョン文化の強化
あらゆるバックグランド
を持つ人材の登用と活躍
に対する当社のコミット
メントを反映し、
Ethnicity Awardsで
トップ10の雇用主にラ
ンクイン

英国ストーンウォール
が選出するトップ100

No.1

企業の
にラン
クイン、LGBTQ+に関
して最もインクルーシ
ブ（包摂的）な英国企
業1との評価を獲得

Women in Finance
Charter（金融業界で
働く女性憲章）に調
印したほか、公表し
た目標である性別比
率の改善を当初予定
の2022年1月より
18カ月早く達成

マッコーリーがスポンサーを務める従業員ネットワークグループ
（ENG）を通じ、全従業員の協業や相互的な学びを推奨
性別のバランス
融合（人種、民族、宗教、文化）
Pride（LGBTQ+コミュニティ）

育児と介護
Tech Sparkの女性
（神経多様性）

影響を与える

当社は2022年度にスポンサー
シッププログラムを立ち上げ、経
済的に恵まれない集団出身の当社
従業員を支援し、フォーカスグ
ループを設けて彼ら独自の経験を
理解するように努めています。

“

「マッコーリーの取り組みが評価
されたことを誇りに思います。ダ
イバーシティ、公平性およびイン
クルージョンは当社の事業にとっ
て非常に重要であり、経営陣の最
優先事項でもあります。多様性を
尊重する事業の構築に今後とも力
を入れていきます。」
Paul Plewman
EMEAヘッド

ロンドンオフィスにおける
人種的公平性支援の様子

1. Stonewall Workplace Equality Index、2022年。
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英国におけるマッコーリー
英国で

3拠点で

ビジネスを展開
1989年より拠点を設置

を雇用、EMEA地域本部は
ロンドン

30年以上

アバディーン、グラス
ゴー、サウサンプトン、
ファーンボローの
主要空港に投資
英国のインフラに対し、
2005年以降に

約500億英
ポンド以上

の資金調達をアレンジ、
および投資を実施1

1,700人以上
1,000万以上

のメーターを家庭や企業
に提供1
英国の

No.1

ファイナンシャル
アドバイザー2

1,100万に上る家庭や企業にサービスを提供する
英国最大のガス供給網Cadentを支援

約63,000人
の雇用を投資資産で
創出1

水資源の持続可能性を
向上させる投資を
Southern Waterを通じて
英国で実施
農村部に超高速ファイ
バーを導入するブロード
バンド会社Voneusへ
投資し、英国の10万以上
の住宅に回線を提供

マッコーリーグループ基金を通じて
地域社会を支援

7件の長期的助成
パートナー

が、社会的移動を望む人々の希望
を、雇用を通じて実現

13年にわたり、CoReプログ

ラムを通じて、90を超える地域
の慈善団体で1万5,000時間以上
のボランティア活動と約350名の
ボランティアを提供
英国の黒人と少数民族による地域
社会の支援、助成および強化に取
り組む現地の非営利組織Baobab
Foundationを支援

1. すべてのデータは2022年3月31日現在。2. Inframation（2021暦年、案件数ベース）。
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ベネルクス地域におけるマッコーリー
ベネルクス地域への投資を

2005年から
実施

オランダの民間賃貸セク
ターの民間投資家への貸付
のためにDomivestに対し

て15億ユーロを資金
調達

欧州最大の分散化港湾ター
ミナル事業に投資 - HES
International

アムステルダムおよび
ルクセンブルグに拠点

ルクセンブルグに拠点を置く
ValueInvestにおいて

65億ユーロ
の資産を運用

当地域の20人以上のオラ
ンダ人専門家が次のサービス
を
提供：
‒ M&Aアドバイザリー
‒ 自己資金投資
‒ プロジェクトファイナンス
と開発ファイナンス

持続可能なインフラの開発と建設。
AVAIOと提携してベルギーの
アントワープ港に
新しい海水淡水化施設を建設。

以下の重要なインフラプロジェクトの

単独スポンサー兼ファイナンシャルアドバイザー：
‒ Heliox/GIGバスおよびトラックの充電インフラパートナーシップ
‒ 10億ユーロのA9 Badhoevedorp
‒ 10億ユーロのBlankenburg Tunnel

マッコーリーグループ基金
を通じて地域社会を支援

スタッフによる募金活
動を通じてStichting
Laat ze maar lachen、
Caritas Luxembourg、
ELA-Luxembourg、
Initiativ
Liewensufank.lu など
の地元非営利団体を
支援

すべてのデータは2022年3月31日現在。
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フランスにおけるマッコーリー
2006年から
フランスに投資

農産物コモディティと価格
リスク管理ソリューション
をフランス食品業界の最大
手企業や農工業企業に提供

14年間

55人以上

のスタッフがパリ拠点に在籍

15人以上の
スペシャリスト

Cero、Apex、Redenのポート
フォリオを通じて

石油、ガス、電力、
排出権取引における

太陽光発電を支援

がフランス市場を専門に担当し、
M&Aアドバイザーやレバレッジド
ファイナンスを提供

マーケットリーダー

であり、25件以上の主要公益企業
や産業グループに現物コモディ
ティとリスク管理ツールを提供

パリ‐ラン‐ローヌ間の高速道路会社に
投資し、50億ユーロに上るフランス第2の高速道路ネットワークの改修プログラムを支援

マッコーリーグループ基金を
通じて地域社会を支援
当社パリオフィスの
スタッフは、雇用の
障壁に直面している
現地の若者を招いて
メンタリングセッ
ションを開催してい
ます。

すべてのデータは2022年3月31日現在。
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ドイツにおけるマッコーリー
ドイツで

30年以上

ビジネスを展開、
1989年より拠点を設置

石油化学・化学業界向
けに保管・処理サービ
スを提供する大手事業
者TanQuidへの長期的
な投資

最大450万トン

事業変革案件でのアドバイザ
リー業務を実施。ドイツの大手
消費者金融マーケットプレイス
であるFinanzcheckのSmavaへ
の売却案件（2021年）で売り手
側の専属アドバイザーを務める
など。

フランクフルトを
拠点とした有数の

ドイツ第2位の天然ガス移送事
業者Thyssengasを通じて低炭
素ガスの導入を支援

ドイツで最長の地域間天然ガス
移送ネットワーク
Open Grid Europeに投資

先物清算機関
のひとつ

毎年
の原油をHeide Refineryで精製 - 当社取引施設は、地域のガソリンおよび
ディーゼル燃料の供給に大きく貢献

マッコーリーグループ基金を
通じて地域社会を支援

スタッフによる
募金活動を通じて、
ドイツ救援連合の
ほかLichtblick
Seniorenhilfe e.V.や
Nandriなどを経由し
て現地の洪水被害者
を支援

すべてのデータは2022年3月31日現在。
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アイルランドにおけるマッコーリー

2003年

40人以上

ダブリン有数の
廃棄物発電所や
Beauparcの

洋上風力開発 –
ゴールウェーの海岸沖
にSceirde Rocksの400
MW洋上風力発電所 を
建設。

からアイルランドに
投資

主要投資家

のスタッフがダブリン
拠点に在籍

有力な航空機
ファイナンス事業
- アイルランドに拠点を設置

1万人上の生徒

がダブリン工科大学
Grangegormanキャンパスの
再開発により最先端の
教育施設にアクセス

マッコーリーグループ基金を通じて
地域社会を支援

スタッフによる募金活動を通じ
て、アイルランド盲導犬協会、
チルドレンズ・グリーフ・セン
ター、ダウン症アイルランド、
カプチン・デイセンターなど
現地の非営利団体を支援してい
ます。

すべてのデータは2022年3月31日現在。
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イタリアにおけるマッコーリー
約20年

にわたりイタリアに
投資

イタリアの顧客とプロジェ
クトを対象としたプロジェ
クトファイナンス、自己資
金投資、M&Aアドバイザ
リーを担当する

15人以上
のスペシャリスト

当社のインフラファ
ンドを通じて
イタリアの
機関投資家20社以上
が拠出する

17億ユーロ
の資金を運用

Open Fiberを通じて

1,200万件

の家庭と企業に高品質
なデジタルインフラを
提供

Hydro Dolomiti Energiaの
低炭素移行を通じて
北イタリアで

1.3GW

の水力発電を支援

欧州の太陽光発電プラット
フォームであるCero
Generationを通じてイタ
リアで複数の太陽光発電プ
ロジェクトに取り組んでお
り、既存の開発パイプライ
ンは1.5GWにのぼる

フィウミチーノ空港とチャ
ンピーノ空港への投資によ
りローマの空港システムの
能力を拡大し、2002年から
2007年の間に45%増加した
旅客数に対応

Autostrade per l'Italiaの
ネットワークを通じて、
イタリアの有料道路シス
テムの半数について開発
を支援

イタリア最大手通信事業者
に対して

スマートフォン
向けファイナンス
を提供

すべてのデータは2022年3月31日現在。

© Macquarie Group Limited
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世界各地の拠点
南北アメリカ

© Macquarie Group Limited
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アメリカ大陸における
マッコーリー

48%
収入*の

26
5

拠点

市場

3,200
従業員数

人以上1

*円グラフは2022年3月31日現在の純営業利益に基づく。
1. 2022年3月31日現在。
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米国
ボイシ
ボストン
シカゴ
ダラス
ヒューストン
ジャクソンビル
ロサンゼルス
ミネアポリス
ミッション
ナッシュビル
カナダ
カルガリー
モントリオール
トロント
バンクーバー

ニューヨーク
オーランド
オーバーランド
パーク
フィラデルフィア
サンディエゴ
サンフランシスコ
サンノゼ
シアトル
ウォルナットク
リーク
ラテンアメリカ
メキシコシティ
サンティアゴ
サンパウロ

“

マッコーリーは30年以上にわたり米国
で大きく成長しました。弊社は幅広い
ビジネス基盤を生かし、厳しい条件や
競争下でも安定したサービスを世界最
大の資本市場のクライアントのために
提供し続けてきました。”
Shawn Lytle
南北アメリカヘッド
マッコーリーグループ

1991年

からこの地域でビジネスを
展開

変化を続ける米国のエネルギー
およびインフラ市場でトップ
クラスの地位を構築
世界最大の資本市場における
投資運用とアドバイザリーを
提供
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アメリカ大陸での
ビジネス活動

No.4

約100億

北米における

米国セクターの専門家によ
るリサーチ、エクセキュー
ション、アジア太平洋地域
における実績を活かし、
グローバル市場への
アクセスを提供

北米

の現物ガス販売業者1

No.1

の電力関連ファイナンシャル
アドバイザー（ディール金額
ベース）2
デリバティブハウスオブザイ
ヤー、石油・製品ハウスオブ
ザイヤー、天然ガス・LNGハ
ウスオブザイヤー3

立方フィートの天然ガスを
日々北米で取引1

The North America Roads
Deal of the Year 2020を
受賞 – Metropistas4

1. Platts 第4四半期 - 2021年12月。2. Inframation 2021。3. Energy Risk Awards 2022。4. Proximo Awards。5. 2021年12月31日現在の
運用資産額による。Strategic InsightおよびMorningstarが発表したデータに基づく。データにはすべてのオープンエンド型投資信託（ア
クティブおよびパッシブ）を含むが、投資信託協会が定義する消費者向け直接販売会社の株式クラス（仲介者を介さずにファンド会社が
独占的に販売するファンド株式）は含まない。 また、変額保険商品、クローズドエンド・ファンド、ファンドオブファンズ、ETF、マ
ネーマーケットファンドを除く。 Delaware Fundsのデータはオプティマムファンドを除く。6. 2022年3月31日現在。7. ジョイントベン
チャーの一部として運用するファンドを除く。2022年3月31日現在（南北アメリカの当社プライベート・ファンド＋MICおよびFIBRA
Macquarieを含む）

© Macquarie Group Limited

トップ25

米国投信アクティブ運用会社
5

3,710億豪ドル
の資産を運用6

8

のインフラおよび
実物資産ファンド7
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南北アメリカにおける
ダイバーシティ、公平性および
インクルージョン文化の強化
米国を拠点とするヒューマン・
ライツ・キャンペーン財団が
「LGBTQ+の平等に関して最も
働きやすい企業」に認定され、
2022年の企業平等指数1で
100/100のスコアを獲得

「インクルーシブ・リーダー
シップ・マスタークラス」シ
リーズを全スタッフに展開。
積極的で目に見えるアライシッ
プを構築し、全社員の帰属意識
向上を推進。
1. Human Rights Campaign Foundation、2022年。

© Macquarie Group Limited

“

マッコーリーは南北アメリカにおい
て、人種的平等ファンドなどの取り
組みを通じて、社内と地域社会にお
けるダイバーシティ、公平性および
インクルージョンの取り組みを真摯
に加速させています。当社は多様性
を強みとして受け入れています。そ
の狙いは、さらに強力な事業と、全
ての人がより幸せになる未来を築く
ことにあります。」
Shawn Lytle
南北アメリカヘッド

影響を与える

Jopwell、Seizing Every
Opportunity、BLK Capital
Management、Out for
Undergrad、Girls who Investと
のパートナーシップにより、
多様な人材パイプラインへの
投資を継続

マッコーリーは、2020年の人種
的平等ファンド発足以来、3年間
に100万米ドルを拠出する基金か
ら5年間で500万米ドルを拠出す
る基金へと同ファンドを増額して
きました。これらの資金は、直接
的な救済プログラム、調査研究と
政策立案、教育と経済の公平性に
関する取り組みに充当され、全て
の人々にとってより公平で公正な
社会を推進するというマッコー
リーの取り組みを支えています。
退役軍人のキャリア移行の支援
Edge4Vetsとのワークショップ
提供により実現

LGBTQ+の従業員、顧客、
地域社会への当社の支援を
示すためにPride Monthイベ
ントを開催
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米国におけるマッコーリー
30年以上

2,700人以上

米国セクターの専門家によ
るリサーチ、エクセキュー
ション、アジア太平洋地域
における実績を活かし、グ
ローバル市場へのアクセス
を提供

North America

にわたり米国市場で
ビジネスを展開

19

拠点を米国内に擁し全世界
と接続5

がマッコーリーの
米国オフィスに勤務1

Financial
Adviser
of the

Yearを受賞3

The North America

Roads Deal of
the Year

2020を受賞 - Metropistas6

31,000人以上
の雇用を投資資産で創出2

トップ25

の米国アクティブ運用・長期オープン
エンド型投資信託ファミリー（運用
資産額ベース）4

10組織を支援

マッコーリーのCOVID-19基金で
全米が対象

マッコーリーグループ基金
を通じて地域社会を支援

1,000人以上

の米国の低所得の
大学生を支援。関心
のある分野での有給
インターンシップを
確保7

1. 2022年4月28日現在。2. 2021年12月31日現在。民間市場チームが運用するファンド資産およびマッコーリーキャピタルが大きな影響力を持つ投資先の従業員を含む。3. IJ Global 2020。4. 2021年12月31日現
在の運用資産額による。Strategic InsightおよびMorningstarが発表したデータに基づく。データにはすべてのオープンエンド型投資信託（アクティブおよびパッシブ）を含むが、投資信託協会が定義する消費者
向け直接販売会社の株式クラス（仲介者を介さずにファンド会社が独占的に販売するファンド株式）は含まない。 また、変額保険商品、クローズドエンド・ファンド、ファンドオブファンズ、ETF、マネーマー
ケットファンドを除く。 Delaware Fundsのデータはオプティマムファンドを除く。5. 2022年3月31日現在。6. Proximo Awards。7. マッコーリーグループ基金の8つの大学とキャリア・サクセス助成金パート
ナーと併せて。
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カナダにおけるマッコーリー
20年以上

にわたり市場でビジネス
を展開
オーストラリア以外で

マッコーリー
初となるプライ
ベート・インフ
ラ・ファンドを

約100人以上

2011年

現在までに、ファンド
および共同投資を目的に

200社以上

の従業員。カルガリー、
モントリオール、
トロント、
バンクーバーの4拠点

約200億加ドル
を資金調達

カナダで石油事業を開始

に及ぶ天然ガス分野の顧客。
カナダでの天然ガス採掘量
3.5 BCF/日

設立

30年以上

の業界経験を有し、
世界規模で包括的な
サービスを提供する
先物ブローカー

カナダ最大級の独立系
ITファイナンス事業。
2005年からのIT機器の
ファイナンス額は

13億加ドル以上

330億加ドル以上

2017年以降、アップスト
リーム、ミッドストリーム、
金属、採掘、エネルギー、
およびインフラ分野で
ファイナンスおよび
M&A業務を提供1

マッコーリーグループ基金を通じて
地域社会を支援

カナダの従業員およびマッコー
リーグループ基金は、2018年か
ら地域活動に525万豪ドル以上を
寄付2

2015年以降、マッコーリーは
カルガリー地域で最大級となる
業界主導の慈善活動を主催し、
地域活動のために350万加ドルを
調達

1. 2022年3月31日現在。2. データ範囲：2018年1月1日から2021年10月14日。
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ブラジルにおけるマッコーリー
20年以上

にわたりブラジルでビジネスを展開

約40人

1万4,000人以上
MAMが運用する投資先企業全体で
を雇用1

をサンパウロで雇用

5億4,570万米ドル

ブラジルで回収された廃棄物の

農作物およびエネルギーコモディティを
含めた複数のコモディティにわたる

約18%を処理し、マッコーリーの投資先
資産または運用資産を通して取り扱う3

の運用資産額2

現物および金融の能力

リスク管理および革新的な金融ソリューショ
ンを提供する有数の金融機関として、
20年以上にわたりブラジルのコモディティ
市場に貢献

マッコーリーグループ基金を通じて
地域社会を支援

サンパウロのスタッフは
Vocaãsaoと提携して低所得層の
学生を指導し、新型コロナ流行
時には遠隔学習と専門職能開発
を支援する技術を学生に提供

マッコーリー50周年記念アワー
ドの受賞者The World Mosquito
Programがブラジルにおいて、
デング熱、ジカ熱、チクングンヤ
熱、黄熱病など蚊が媒介する病気
から地域社会を保護することに
尽力

1. 正社員と出勤派遣社員を含む。2. 2021年12月31日現在のマッコーリー・アセット・マネジメントの運用資産額。3. 2021年現在のSolvi Company Information。4. 2021年12月31日現在。
すべてのデータは2022年3月31日現在。
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メキシコにおけるマッコーリー
10年以上

30人以上

1,782億
米ドル

アドバイザリー、
資産運用サービス、
コモディティや
グローバル市場への

にわたりメキシコ市
場でビジネスを展開

の資産を運用2

がメキシコシティーオ
フィスに勤務

アクセスを
提供する
有数の金融機関

世界最大の銅鉱山

と主要輸送路を結ぶルータ・ミネラ

LatAm Power and Overall

受賞

Deal of the Yearを
Norte IIIガス発電
プロジェクト1

FIBRAマッコーリー・
メキシコが所有する

250以上

の不動産資産が
メキシコREITに上場3

AerogyのZahn's Farm
プロジェクトは年間

20万MMBTu以
上のRNGを生産

マッコーリーグループ基金を通じて
地域社会を支援

米国とメキシコの国境において、
避難民や移民を対象とした
COVID-19の予防・救援支援を
行うNGOの国際救済委員会に
COVID-19基金から助成金を提供
メキシコシティのスタッフは
InRoadsと提携して低所得層の
大学生を指導し専門職能開発を
支援

1. IJGlobal 2017年。2. MAMプライベートマーケットによる運用分、2022年3月31日現在。3. 2022年3月31日現在。FIBRAマッコーリー・メキシコが所有する資産およびマッコーリーが
運用する資産。すべてのデータは2022年3月31日現在。
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58

マッコーリーグループの強み
インフラストラクチャー

詳細は、Macquarie.com/impactをご覧ください
© Macquarie Group Limited
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インフラセクターにおける経験と知識
最大

のグローバルインフラ
運用会社1

162

のインフラ資産を運用2

力強い

約60銘柄以
上の株式をカバー

インフラ

No.1のグローバル

業績と、投資家および
地域社会への貢献

＆プロジェクト・ファイ
ナンス・ディール・
アワード - カスケード
電力4

2

PFIおよびPPPプロジェ
クトファイナンシャル
アドバイザー5

グローバルインフラセクターの開拓者

20年以上

のセクター経験

No.1

のグローバルインフラ
分野ファイナンシャル
アドバイザー3

No.1

のグローバル社会・防衛
インフラ関連ファイナン
シャルアドバイザー
（2年連続）6

1. IPE Real Assets（2021年7月／8月）。2. 2022年3月31日現在。3. Inspiratia（2021暦年、金額ベース）。4. The Banker（2021年）5. Dealogic（2021暦年、件数ベース）6.
IJ Global（2021暦年、金額ベース）
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経験と知識を積み上げてきた道のり

グリーン・インベストメント・グループ
（2017年以降）

デジタルインフラ（2015年以降）

デットおよびエクイティソリューション（2009年以降）

社会インフラ（2007年以降）

港湾（2005年以降）

エネルギーインフラ（2004年以降）

通信とメディア（2002年以降）

公益事業（2001年以降）
空港（2001年以降）

道路（1994年以降）

コーポレートファイナンスとアドバイザリー（1981年以降）
資産運用（1994年以降）

リサーチカバレッジ（1995年以降）

1980年

1990年

2000年

© Macquarie Group Limited

2002年

2004年

2006年

2008年

2010年

2012年

2014年

2016年

2018年

2020年

2022年
61

オーストラリア最大の独立系
無線鉄塔会社の設立

機会

Telstra InfraCo Towersは約8,000基の鉄塔
を保有するオーストラリア最大の移動通信
用鉄塔インフラプロバイダーです。
マッコーリーはこの分野における豊富な経
験を活かし、Telstraと協力して、同社の
鉄塔資産の価値を引き出す重要な機会を発
掘しました。国内の多くの産業が、加速す
るデジタル経済に参画して恩恵を得ること
を模索しています。

行動

TelstraはTelstra InfraCo Towers株式の49%
を売却しました。売却先はFuture Fund、
Commonwealth Superannuation
Corporation、Sunsuper Superannuation
Fund（その後 Australian Retirement Trust
に統合）をメンバーとしHRL Morrison & Co
Ltdが管理するコンソーシアムです。マッ
コーリーキャピタルはこの案件でTelstraの
財務アドバイザーを務めました。

新型コロナが市場に大きな影響を与えたに
もかかわらず、この取引は短い日程で完結
しました。

成果

Telstraはガバナンスの支配権を維持した
ままでオーストラリア最大の政府系ファン
ドから資本と支援を導入できました。
Telstraは長期の鉄塔利用契約を締結し、
市場をリードするワイヤレスネットワーク
の戦略的な差別化を確保すると同時に、投
資家のニーズに配慮することにも成功しま
した。

新しいAmplitel事業は59億ドルの企業価値
を達成しました。これは2021年度の
EBITDAaL1の28倍に相当し、市場予想の最
大値に等しい実績でした。

新しい投資家からの資金により、Amplitel
のネットワークは成長の持続が可能となり、
顧客とコミュニティとの接続のサポートも
継続できるようになりました。

1 EBITDAaLとは、金利、税金、減価償却費および無形固定資産償却費控除前かつリース料控除後の利益をいいます。
別途記載がない限り、情報は2022年3月31日時点のものです。
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シドニーの中心地に全ての
人々のためのランドマークを
創る

機会

マッコーリーは、オーストラリアで最も重
要な市民空間の一つであるマーティンプレ
イスに、交通・商業・公共地区を統合した
活気ある区域を創出するため、2018年に
ニューサウスウェールズ州政府と協定を締
結しました。
ランドマークとなる公共スペースや地下鉄
の新駅に加えて、公共交通機関が主導する
開発により、2棟の商業ビルなどが新たに
建設されます。そのうちの1棟はマッコー
リーの新グローバル本社になる予定です。
別途記載がない限り、情報は2022年3月31日時点のものです。
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行動

マーティンプレイスの中心部に全ての人々
のための場所を作るというマッコーリーの
ビジョンは、地域社会、ステークホルダー、
政府、金融業界、デリバリーパートナーと
のパートナーシップと協議を通じて実現に
向かっています。
当社はプロジェクトの始動以降、設計と建
設を経て運営を開始するまでの全段階で持
続可能性に重点を置き、ダイナミックでイ
ンクルーシブな公共・商業・小売施設の実
現を進めてきました。

成果

この新区画はシドニーメトロの開通に向け
て2024年に完成の予定です。

地下鉄駅とビルはオーストラリア・グリー
ンビルディング評議会の持続可能設計評価
である「グリーンスター」の6つ星を獲得し、
世界の最先端であることを証明しました。
マッコーリーが新グローバル本社を置くエ
リザベスストリート1番地は、完全に電化し
た上でスマートビル管理システムを導入し
て効率の最大化を図る予定です。

エリザベスストリート1番地はワイヤード
スコアのデジタル接続格付けでプラチナム
等級を取得し、デジタルインフラと耐障害
性について非常に優れた基準を満たしてい
るという評価を獲得しました。
建設時には約2,500人の雇用が生まれると
見込まれます。当社は、労働力の多様性と
調達目標を掲げ、経済的に恵まれない地域
社会からの参加を図っています。
建設時の持続可能性目標としては、再生可
能エネルギーの使用、排出量削減の重視、
廃棄物のリサイクル、材料の再利用などを
掲げています。
63

スペイン政府の
ブロードバンド計画を
加速させる

機会

スペイン政府は先頃、EUの接続性目標に
従って同国のデジタルトランスフォーメー
ションを加速させる計画をまとめた「スペ
イン・デジタル2025」アジェンダを発表し
ました。

その戦略的優先事項の中には、スペインの
全人口に対する超高速ブロードバンドの普
及と、5Gに向けたネットワークの整備が含
まれており、これが達成できれば都市と農
村の間のデジタルギャップが解消されます。
1. 欧州委員会
別途記載がない限り、情報は2022年3月31日時点のものです。
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行動

マッコーリーキャピタルは2019年に、100
万世帯をつなぐファイバー・トゥ・ザ・
ホーム（FTTH）ネットワークをMasMovilか
ら買収してスペイン初の独立系ファイバー
ネットワーク事業者であるOniviaを設立す
る取引を主導しました。
Oniviaは地方のFTTH事業者の過半数の株
式を取得し、それにより2021年には規模
が倍増しました。統合されたネットワーク
の規模の大きさにより、Oniviaの全国的な
存在感は高まることになりました。
マッコーリーキャピタルは、スペイン全土
でOniviaのネットワークを継続的に成長・
拡大させる計画を支援するため、長期投資
家であるArjun Infrastructure Partnersを
2022年に迎え入れました。

成果

それまで、Oniviaのネットワークは、スペ
インの5大都市（マドリード、バルセロナ、
バレンシア、セビリア、マラガ）をカバー
するにとどまっていましたが、この拡大に
より同社は真の全国ネットワークとなり、
信頼性の高い超高速ブロードバンドにアク
セスできるという恩恵がスペインの地方部
の消費者にも広がりました。
独立したファイバー卸売事業者がスペイン
に生まれたことにより、大手および中小の
インターネットサービスプロバイダー
（ISP）は、より柔軟で安全なブロードバ
ンド・ビットストリームサービスを提供で
きるようになりました。

また、この動きは、市場での競争を促進し
て価格の透明性を高めることにつながるだ
けでなく、地方部の人々や企業によるネッ
トワーク利用を通じて経済回復にも貢献し
ます。

100%を

2025年までに人口比接続率
達成するという目標に貢献1。

スペインの5大都市でサービスを提供し、
さらに拡大中
スペイン初の独立系光ファイバーネット
ワーク事業者

64

ノルウェーの安全で持続可能な
移動手段を作り上げる

機会

ノルウェーのベルゲンとソトラ島を結ぶ道
路は国内で最も渋滞が激しい区間の一つで
す。ノルウェー公営道路局（NPRA）はそ
の解消方法を検討していました。

NPRAは多国籍コンソーシアムであるSotra
Linkに20億ユーロのPPP契約（2021年の
欧州最大案件）を発注し、9.4kmの4車線
道路区間について融資、設計、建設、運営
を依頼しました。

行動

マッコーリーキャピタルは、韓国の土木工
事企業SK EcoplantやイタリアのWebuild
と共同でSotra Linkコンソーシアムを結成
し、FCCとIntertollにそれぞれ建設と運営
を委託しました。
マッコーリーは持続可能性と交通安全に重
点を置きながら、日程と予算のバランスを
図るように競争入札を実現しました。
Sotra Linkは少なくとも15年間についてこ
の開発案件を維持運営する予定です。

成果

最新技術を投入した橋とトンネルシステム
により、移動時間の短縮という恩恵が地域
社会にもたらされ、交通安全も向上します。
また、都市中心部、道路、鉄道、空輸、海
運と各種産業との接続も整理されて円滑と
なります。
ソトラ・コネクション・プロジェクトは
2027年の開通を予定しています。

1,000人以上

19

の移動時間を短縮

のトンネル

の雇用を創出

約20分
14km

箇所の安全な地下道

12.5km

に及ぶ歩道と
自転車道

別途記載がない限り、情報は2022年3月31日時点のものです。
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チリの重要な交通インフラに
投資

機会

行動

全長137kmのRuta Mineraは、チリの南北
を結ぶ要衝である高速道路Ruta 5にミネ
ラ・エスコンディダを接続する道路です。

マッコーリーはプロジェクトのストラク
チャリングと地元銀行からの融資について
専属の財務アドバイザーを務めました。こ
の道路はマッコーリーがチリで初めて実施
した自己資金投資案件です。

ミネラ・エスコンディダは、2020年に
1,185ktの銅を生産するなど世界で最も生
産量の多い銅鉱山であり、チリ経済と世界
の鉱業セクターにとって非常に重要な存在
となっています。

別途記載がない限り、情報は2022年3月31日時点のものです。
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マッコーリーキャピタルが率いるコンソー
シアムは複数年契約を締結して資本改善と
道路の保守・運営を引き受けました。

成果

マッコーリーキャピタルとコンソーシアム
は、道路の一部区間の拡幅、20km以上に
及ぶ部分への第3車線の追加、路肩の追加
など、道路に複数の改良を加えることで合
意しています。
水平・垂直方向の標識の更新、監視カメラ
の導入、安全標識の設置も実施する予定で
す。また、車両の流れや速度をコントロー
ルするために、各種の進入規制についても
導入を予定しています。

現地銀行3行が

1億4,800万米ドル
のノンリコース・プロジェクト
ファイナンス融資を実行
コンソーシアムが

2,500万米ドル
の建設エクイティを拠出
建設中に

200人以上の雇用を創出

継続的な道路運用に必要な

80人以上の雇用を創出

50%に

プロジェクトスタッフの
女性を登用予定

66

英国の農村部に
超高速フルファイバー・
ブロードバンドを導入

機会

家庭におけるインターネット接続がかつてな
いほど重要になっている一方で、英国でフル
ファイバー・ブロードバンドのインフラを利
用できる家庭は、わずか14%に留まっていま
す1
Voneusは、固定無線アクセス技術を専門と
する世界有数の企業で、インターネットの接
続不良に悩む地域に対し、超高速フルファイ
バー・ブロードバンドを提供し、都市部と同
品質のインターネットアクセスを実現してい
ます

行動

マッコーリーキャピタルは2019年、
Voneusへの初期投資を実施し、英国の農
村部における光ファイバーの導入を加速化
させました

その後、マッコーリーは、ブロードバンド
事業の株式保有率を過半数まで引き上げ、
イスラエルのインフラファンドと提携して、
Voneusの拡大計画を促進しています

成果

Voneusのターゲットは超高速ブロード
バンドを利用していない英国の

160万世帯

Voneusの短期的目標は
農村部の

10万を超える世帯への

ファイバー接続提供

Rural Englandとスコットランド田園大学が実施した調査によると、農村部の企業の
デジタル化が進めば、年間で最大260億英ポンドの経済効果が見込まれる2

1. Ofcom（英国情報通信庁）、Connected Nations Update Summer（2020年） 2. Rural England、スコットランド田園大学、
Unlocking the digital potential of rural areas across the UK（2018年） 別途記載がない限り、情報は2022年3月31日時点のものです。
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中国の水資源を守る

機会

中国・大連市の代表的な排水処理施設であ
るHengji Waterは、産業界が水資源を保全
し、環境に優しい社会への移行を加速化さ
せることを目的として、再生廃水の品質向
上に取り組んでいます。

行動

マッコーリー・アセット・マネジメント
（MAM）は、2014年にコンソーシアムを
率いてHengji Waterへの投資を行い、同社
の運用実績や下水処理の技術開発を強化す
る機会を得ました

成果

Hengji Waterは、MAMの支援の下、80を
超える廃水処理関連技術と特許を開発し
ました。これには、中国の国家環境保護
技術として認められている2551高酸素バ
イオフィルター1が含まれます

Hengji Waterは、化学産業向け国家産業排
水処理トレーニング拠点のひとつ3で、こ
の地域で唯一の下水処理施設です。

1. 下水から化学的酸素要求量（COD）、生物学的酸素要求量（BOD）、アンモニア性窒素を除去。2. 国家知識産権局により認定。3. 化学
産業職業技能検定指導センターにより認定。別途記載がない限り、情報は2022年3月31日時点のものです。
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アイルランド初の公営住宅の
官民連携（PPP）プロジェクト
を提供

機会

公営住宅に対するニーズの高まりを受けて、
供給機関は官民連携パートナーシップ
（PPP）の枠組みを模索しています。アイ
ルランドの公営住宅群1は、1億4,000万
ユーロに上るプロジェクトで、27年間のコ
ンセッションには、ダブリンにおける6つ
の公営住宅サイトの資金調達、設計、建設、
維持が含まれます

別途記載がない限り、情報は2022年3月31日時点のものです。
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行動

Macquarie Capitalは、以前スポンサーと
して関与したGrangegormanの第三次教育
PPPに続き、今般のComhar Housingに対
しては、単独フィナンシャル・アドバイ
ザーおよびスポンサーを務め、このコン
ソーシアムは、Macquarie Capital、Sisk、
Choice HousingおよびOaklee Housingに
よって構成されています
このコンソーシアムは、指名された優先入
札者により、2019年3月にはフィナンシャ
ルクローズ、アイルランド初の公営住宅
PPPプロジェクトとなりました

成果

ダブリンおよびレンスターの市内および
周辺部に534戸の新しい住宅とアパートを
建設

アイルランド初の公営住宅PPPプロジェク
ト、住宅ニーズに応える新しい道を拓いた

PPPを通して、1,500戸の公営住宅に対して
アイルランド政府による

3億ユーロの支援をコミットメント

質の高い住宅供給により、入居者とその家族
には持続可能なコミュニティと将来に向けた
生活への基礎固めとなった
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英国で増加するシニア向け
住宅ニーズを満たす

機会

英国の退職者住宅セクターにおいて、市場
が従来から売買目的モデルに注力する中、
賃貸住宅ニーズは引き続き供給を大幅に上
回るペースで伸びています

McCarthy Stoneは2019年に、国内初の退
職者向け業者として、退職居住者向けに新
たな賃貸サービスを立ち上げ、買い切りに
代わる手頃な代替案を提示しています

別途記載がない限り、情報は2022年3月31日時点のものです。

© Macquarie Group Limited

行動

マッコーリーキャピタルとJohn Laingは
2021年に、英国で約250件の特定目的の退
職者向けユニット設備へ金融サービスを提
供する資金調達手段であるBrigid
Investmentsを設立しました
Brigid Investmentsはさらに、今後9カ月
にわたり、1億英ポンド相当のMcCarthy
Stoneのユニットを巡り金融サービスを提
供します

成果

McCarthy Stoneは既存の

賃貸サービスを拡充

退職後の生活を謳歌できる

手頃な代替案を消費者に提供

最先端のセキュリティ、エネルギー効率、
上質な設備を備え、安全性・サステナビリ
ティ・福祉重視の住宅を提供

増加する高齢者に向けた賃貸住宅の供給不
足に対処
将来につながるサステナビリティ重視の
開発

マッコーリーキャピタルは単独のファイナ
ンシャルアドバイザーとして所定のシニア
債を起債しました
70

フランスの主要な
輸送インフラの開発

機会

APRRは欧州で4番目に規模の大きい道路グ
ループで、フランス全域に2,300kmを超え
る有料道路を運営し、年間およそ2,300万
人の生活を支えています。1,2

行動

フランスの地域社会とサプライチェーンを
結ぶために、APRRの高速道路が果たす重
要な役割を認識し、MAMは他の株主と共に、
APRRによる道路網の開発、安全性の強化、
環境への影響の低減、および顧客体験の向
上においてその事業を支援しました

成果 3

50億ユーロ超

を投資してAPRRの道路網を拡大・改修
道路網での死亡率の

野生動物が横切るエリア
の拡大と、地元生態系を支える植林

を低減し、従業員のWHS（職場の健康と安
全）記録を改善2

を実現

約50%

CO2排出量の低減
別途記載がない限り、情報は2022年3月31日時点のものです。1. ネットワークの長さによる。2. APRR（パリ・ラン・ローヌ高速道路会
社）管理データ、2020年。
3. MAMの14年間にわたるAPRRとの提携中に達成した成果。
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新しい電気自動車の充電スタンド、相乗り
自動車駐車場および電動作業車両の導入

約200 ㎞に及ぶ高速道路の開発

効率性の改善

道路の拡張および
自動兼ノンストップでの通行料徴収テクノ
ロジーの活用

71

韓国の重要な
輸送インフラネットワークの
整備

機会

仁川大橋プロジェクトは、1990年代後半の
アジア経済危機の最中に始まりました。こ
のとき、韓国政府は、韓国経済の再活性化
のための基盤を築くことを目的に、仁川市
と関連する交通網を開発することで、経済
危機からの回復を加速させようとしていま
した。

行動

マッコーリー韓国インフラ基金は、シニア
債、劣後債および株式の投資家として、
2006年に本プロジェクトに資金提供しま
した。このプロジェクトの工期は4年で、
施設の運営を成功させるために、30年間の
コンセッションの権利が付与されました。
2017年に、マッコーリーはさらに追加で
株式の23パーセントを取得し、本プロジェ
クトの最大支配株主になりました。

成果

仁川大橋は、韓国における必須だったイン
フラ格差の縮小に成功
北東アジアにおける主要な経済・物流の拠
点の1つとして、韓国の経済成長を後押し
都市開発の拡大

約6万人

のデイリーユーザーに永宗島および仁川国
際空港への直接アクセスを提供
明確な株主ロードマップ
• 安定した運営
• 成長軌跡
• 金融収益性

別途記載がない限り、情報は2022年3月31日時点のものです。
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オーストラリアの
未来の病院を支援

機会

2017年に設立されたRoyal Adelaide
Hospital（RAH）は、オーストラリアで最
先端を走る病院です

南オーストラリアを代表する病院であり、
推定で入院患者85,000人、外来患者
400,000人に治療を提供しています

行動

マッコーリーキャピタルはファイナンシャ
ルアドバイザーとして、Royal Adelaide
Hospitalの22億豪ドルに及ぶPPP（官民連
携）による債券の持続可能な借り換えを
Celsusへ提供しました1

CelsusはRAHの設計、ファイナンス、建設
を手掛けるコンソーシアムを担い、現在は
2046年までの約30年間にわたる契約の下、
世界有数の施設を運営、管理、およびメン
テナンスしています

成果

22億豪ドル
の融資枠の借り換え

2.0倍

を超える融資者の超過引受

年間約485,000人の患者
が継続的に受診 オーストラリア

最大の医療ファイナンス
およびプロジェクトファイナンスとなる
グリーン＆サステナブルローン2

1. 2021年7月14日現在。2 Asia Pacific Loan Market Associationによるグリーンローン原則およびソーシャルローン原則に基づく（会計
年度末現在）。別途記載がない限り、情報は2022年3月31日時点のものです。

© Macquarie Group Limited

73

オーストラリアにおける障害者
特別仕様住宅の発展を支援

機会

2011年に、オーストラリアで深刻または重
い障害をかかえる方々に対する長期的な治
療・支援の実施状況を見直した結果、独立
した体系的な支援施設の不足が原因で、治
療や支援のニーズにそぐわない実態が明ら
かになりました

民間セクター主導で施設の資金調達や建設、
管理を担うSDA（障害者特別仕様住宅）が
2016年に提案されました

画像クレジット：サマーハウジング
別途記載がない限り、情報は2022年3月31日時点のものです。
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行動

マッコーリーは2017年からSDAセクターに
従事し、安定した投資可能な資産クラスに
向けた成長に貢献しています。マッコー
リーは、住宅パートナーや政府などの市場
プレーヤーと連携して、投資可能なソー
シャルインフラとしてSDAの認知度および
理解の向上に寄与しています
当社独自のバランスシートやインフラ投資
家としての評判を生かして、この新セク
ターの発展における早期のモメンタム形成
を推進するとともに、重要な役割を果たし
ます

成果

230件を超える

マッコーリーはオーストラリア全体で、

地域社会に根差した特別仕様の自立型住宅
の開発を直接手掛けています
障害者一人ひとりと向き合い、より自立し
た生活を送りやすい特別仕様の住宅探しを
支援する住宅業者とパートナーシップを組
んでいます

SDAは初期段階から、

新興の機関投資家向け
の資産クラスへ発展を
遂げています

民間投資主導型の市場を創造したことで、
SDAは競争の盛んな債券市場および世

界株式の投資家から資金を調達でき
ています

74

南北アメリカで
大型データセンターを
支援および投資

機会

Prime Data Centersはカリフォルニア州に
拠点を構え、卸売りデータセンターの開発
および運営を手掛けており、南北アメリカ
および欧州全体で数件の既存施設と今後の
プロジェクトパイプラインを保有していま
す
Primeはオンプレミス、ハイブリッド、ま
たはクラウドのソリューションを求める大
企業およびハイパースケーラーに向けて、
データセンターを開発、取得、および運営
しています
別途記載がない限り、情報は2022年3月31日時点のものです。
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行動

マッコーリーキャピタルは、戦略的な優位
性を持つ施設の中で、カスタマイズされた
ソリューション、持続可能な電力、世界水
準の接続性を融合して長期的な優位性を
データセンターのユーザーにもたらすこと
を目指し、Prime Data Centersに投資しま
した

マッコーリーキャピタルは、事業者やハイ
パースケーラー企業にデータセンターのイ
ンフラソリューションを提供するにあたり、
インフラに関する自社の投資、運営、およ
び開発ノウハウを提供してPrimeの事業経
験を補完します

成果

同社は最近、カリフォルニア州のサンタク
ララとサクラメントでビルド・トゥ・スー
ツ型リースの契約を締結しており、現在は
最初の10 MW が供給されています
Primeとマッコーリーキャピタルのパート
ナーシップは現在も進展しており、南北ア
メリカと欧州で複数の追加プロジェクトを
開発しています

この事業機会のおかげで、今後10年間にわ
たり大幅な資本投資を実施できる環境が
整っています
本投資案件は、マッコーリーキャピタルが
建設または開発している

250億米ドル

のインフラプロジェクトの一角を担ってい
ます
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ノルウェー銀行初となる
非上場の再生可能エネルギー
インフラへの投資を助言

機会

ノルウェー中央銀行投資管理部門（NBIM）
は、ノルウェーの中央銀行であるノルウェー
銀行の資産管理部門です。世界最大級の機関
投資家であるノルウェー中央銀行投資管理部
門は、サステナブル投資での差別化を目指し
ています
Borssele IおよびIIはオランダ最大の洋上風力
発電所であり、世界第2の規模です

別途記載がない限り、情報は2022年3月31日時点のものです。
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行動

マッコーリーキャピタルはNBIMに対し、
Ørstedが所有する752 MW相当の
Borssele IおよびIIについて、13億7,500
万ユーロを投じてその株式の50%を取得
するように助言しました。Ørstedは引き
続き、同プロジェクトの共同所有者およ
び運営者となります

成果

Borssele IおよびIIは1年間で、オランダの

100万世帯

を賄うだけの電力をグリーンエネルギーで
発電し、プロジェクト運営全体で価値ある
雇用の創出を支援

オランダの意欲的な洋上風力発電計画に弾
みをつけて、オランダが掲げる

2030年の炭素削減目標
の達成を支援

本取引はNBIMが非上場の再生可能エネル
ギーに初めて投資した案件であり、再生
可能エネルギー市場におけるマッコー
リーキャピタルの有力アドバイザーとし
ての地位を固めるものです
76

スペインにおける
ブロードバンドネットワークの
開始

機会

スペインにおける独立系ホールセール型
ファイバー通信事業者の導入は、従来の通
信会社に成長機会を創出すると共に、安全
で柔軟性のある最高級品質のブロードバン
ドの提案を受け入れることで新規パート
ナーの市場参入を促します。

行動

マッコーリーキャピタルは、Aberdeen
Standard Investmentsからの共同投資に
加え、スペイン第4位の大手通信会社であ
るMasMovilから、約94万棟の建物を網羅
するFTTHネットワークを買収することに
よって、スペイン初となるホールセール限
定の独立系プロバイダーを設立しました。

成果

マッコーリーキャピタルは、グローバル
インフラのデベロッパーとしての専門知
識と柔軟なバランスシート資本によって、
新会社の成長を開発の次の段階までも見
越して指導
この新事業は独立系ホールセラーとして
運営し、住宅および企業にブロードバン
ドを供給しようとしているインターネッ
トサービスプロバイダーにサービス機能
を提供

デジタルインフラはインフラファンドにとっ
てますます魅力が増している資産クラス。ま
だ未熟なインフラ投資として、ファイバーは、
資本を配分し、より良いリスク調整後リター
ンを生み出す大きな機会を創出
マッコーリーキャピタルは、重要なファイ
バープロジェクトに投資することにより、
経済にプラスの影響を与える企業と人との
つながりの改善を目指している

別途記載がない限り、情報は2022年3月31日時点のものです。
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マッコーリーグループの強み
エネルギー

詳細は、Macquarie.com/impactをご覧ください
© Macquarie Group Limited
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エネルギーセクターにおける経験と知識

従来のエネルギーに対
する投資1豪ドルごとに、
再生可能エネルギーに

メーター

グローバル再生可能
エネルギー分野の

世界を

6.40豪ドルを
投資1

No.1

ファイナンシャルアド
バイザーとして
（2年連続）3

1,000万個以上

を住宅と企業に提供2

リードする

再生可能エネルギー
開発事業者

No.1

No.4

世界電力分野

北米

のファイナンシャル
アドバイザー3

の現物ガス
販売業者4

20年以上

のセクター経験

40以上
のエネルギー株が
リサーチ対象銘柄5

様々なエネルギー分野にわたる知見
1. (i) 純資産を通じて公正価値で測定されるバンキング勘定のエクイティ投資、および (ii) マッコーリーが大きな影響力を持つ、または共同管理している投資（関連会社や合弁事業への投資）を含む。連結対象子
会社を通じて所有する投資、およびオフバランスシートの出資契約を除く。2. 2022年3月31日現在。3. Inframation（2021暦年、案件数ベース）。4. Platts 第4四半期 - 2021年12月。5. 2022年3月31日現在。
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経験と知識を積み上げてきた道のり
石炭（2008年以降）

再生可能エネルギー（2005年以降）

コモディティ
プラット
フォームを
開始

エネルギーインフラ（2004年以降）
ガス（2004年以降）

メーター（2003年以降）
電力（1997年以降）

石油（2003年以降）

金融商品の提供（1970年代以降）

コーポレートファイナンスとアドバイザリー（1980年代以降）
リサーチカバレッジ（1992年以降）

資産運用、アセットファイナンス（2003年以降）

デットおよびエクイティソリューション（2009年以降）

1970年代
後半

1980

1990年
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2000年

2002年

2004年

2006年

2008年

2010年

2012年

2014年

2016年

2018年

2020年

2022年
80
80

未開拓の市場で革新的な
LNGプラットフォームを
立ち上げる

機会

ウェーブクレスト・エナジーは、新しい
LNG市場の設立と既存市場の成長を通じて、
世界中の供給不足の地域に天然ガスを供給
する目的で設立されました。
同社には柔軟な資本、開発と資金調達の能
力、技術と運営に関する専門知識、現物商
品ソリューションといった強みがあり、
LNGバリューチェーンの各部分における業
務（ガス供給、液化、LNG供給、再ガス化、
発電、下流サービスなど）を統合すること
が可能な立場にあります。

行動

同社は当面の間、中南米市場とアジア市場
でのサービスに特化する予定であり、比較
的安価で石炭や重油より二酸化炭素排出量
が少ない天然ガスを利用しやすくすること
により、天然ガスの市場需要を確立・拡大
することを目指しています。
同社は、天然ガスへの燃料転換の機会を提
供することで直接排出量の削減を支援し、
再生可能エネルギーの普及を自然な形で補
完します。

成果

ウェーブクレスト・エナジーは、LNGプロ
ジェクトのあらゆるソリューションを提供
して導入を促進し、LNGプロジェクトを成
功に導きます。
ウェーブクレスト・エナジーの経営陣は、
世界中の様々な地域や環境でLNGプロジェ
クトの立案から運営までを実行した幅広い
経験を有しています。

同社は、統合的な開発手法により、状況の
変化に適応しながら市場の独特なニーズに
合わせてソリューションをカスタマイズす
ることができます。また、信頼性と収益性
の高い持続可能なLNGプロジェクトを提供
しながら、価値と成長の源泉を拡大してい
くことが可能です。

別途記載がない限り、情報は2022年3月31日時点のものです。

© Macquarie Group Limited

81

再生可能な天然ガスに投資して
エネルギー転換を支援する

機会

メタンは地球温暖化の最も大きな要因の一
つです。農業部門の家畜からの排出量は人
間を原因とするメタン排出量の約32％を占
めています。

再生可能天然ガス（RNG）は、牛の糞尿そ
の他から排出されるメタンを転用して低炭
素エネルギーに変換することによりこの問
題を解決しようとするものです。

行動

マッコーリーキャピタルは、全米で革新的
なRNGプロジェクトの開発、運営、投資を
行うプラットフォームとしてAerogyを設
立しました。
Aerogyは、設立時に、ウィスコンシン州
ジレット近郊の大手酪農業者Zahn's
Farms LLCへの融資を実行し、嫌気性消化
処理施設の建設を開始しました。

成果

この施設では糞尿をRNGに変換し、

年間

20万MMBTu以上

のRNGを生産すると予想されています
（MMBTuは百万英国熱量単位）。

20万MMBTu以上
のRNG年間生産量

嫌気性消化処理技術を活用すればメタンを回
収して大気への放出と汚染を防ぐことが可能
です。また、その後分解してエネルギーに変
換することにより、正味ライフサイクル二酸
化炭素排出量が大きな負値であるエネルギー
が得られます。

別途記載がない限り、情報は2022年3月31日時点のものです。
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英国のエネルギー網の
脱炭素化を推進

機会

Cadentは英国最大のガス供給網1を備え、
1,100万に上る家庭や企業にガスを供給し
ています

英国で発熱に伴う排出量が全体の1/3以上
を占める中、ネットゼロ排出量の達成に向
けて経済の脱炭素化を進めるうえでエネル
ギー網は極めて重要な役割を果たします2

行動

マッコーリーが運用するファンドによって、
投資家コンソーシアムが2017年にCadent
を買収して以降、同社は低炭素への移行を
積極的に推進しています
131,000キロメートルにわたるガス管網の
性能向上に投資して革新的な試みを主導す
ることで、エネルギーミックスの中でより
環境に優しいガスに向けて今まで以上に大
きな役割を果たします

成果

Cadentは英国初となる家庭向け水素混合
の実証実験に成功し、安全で効率性の高い
低炭素への移行を確かなものとするために、
既存のインフラおよび家庭用機器を活用す
る方法を実演してみせたのです
英国初となる水素を100%混入した家庭用
機器を実現

Cadentは世界初となる水素の産業用集合
地域（クラスター）の建設を支援しており、
既存施設の改良と水素パイプラインおよび
炭素回収技術の発展を通じて、業界と地域
社会の脱炭素化を推進することを目指して
います
マッコーリーによる買収以降

30億英ポンド
を配管網の改良に投資

1. 配管網の規模。2 Department for Business, Energy & Industrial Stategy, Clean Growth - Transforming Heating report 2018。
別途記載がない限り、情報は2022年3月31日時点のものです。
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主要なESG指標をコード化する
デジタルレジストリを使用して
「責任ある調達」によるガスの
認証を受けた世界初の売買取引
を実施
機会

Pacific Canbriam Energy Limited
（Canbriam）は、西部カナダ有数の採掘・生
産企業であり、クリーンエネルギーを推進して
います。同社の施設は、Equitable Originsから
EO100™基準に照らして中立的な認証を取得し
ています。
RSG（責任ある調達によるガス）は、空気放出
量の削減など、事業が特定のESG基準に合致し
ているとして中立的な認証を取得した会社が生
産する天然ガスです。

行動

マッコーリーは、Canbriamとケベック州
の大手天然ガス配給会社Énergirが行う
RSGの売買、輸送、配送を支援しました。
また、関連RSG証書の引渡しと償却につい
ても取りまとめました。

この証書を保管しているのはXpansivであ
り、分散型台帳技術を利用して、RSG認証
の発行、追跡、および撤回をデジタルレジ
ストリに記録しています。

成果

これらのRSG売買取引では、Énergirは
EO100™規格に基づいて

128億

約

立方フィート

のRSGを調達しています。

これにより、ガスの素性、中立的な第三者
による温室効果ガス認証、証明、報告およ
び償却に関する監査可能なデジタル資産が
構築された。

デジタルレジストリの使用により、
ガス調達取引のバリューチェーン全体
で透明性の水準が向上。

別途記載がない限り、情報は2022年3月31日時点のものです。
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金融パートナーとして、
ゼロ排出量に向けた
米国トラック業界の移行を支援

機会

重量輸送業界のゼロ排出量に向けた移行を
推進してカリフォルニア州に関連インフラ
を開発するために、California Air
Resources Boardと、California Energy
Commissionのクリーン輸送プログラムか
ら助成金が拠出されました

別途記載がない限り、情報は2022年3月31日時点のものです。
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行動

マッコーリーのコモディティーズ・アン
ド・グローバル・マーケッツ・グループは、
現代自動車などの関係業者と連携してコン
ソーシアムを設立し、30に及ぶXCIENTクラ
ス8に該当する水素燃料電池トラック
（FCET）やカリフォルニア州における関連
燃料補給インフラの開発を目的として、カ
リフォルニア州大気資源局およびカリフォ
ルニア州エネルギー委員会のクリーン輸送
プログラムから助成金を受領しています
本プロジェクトNorCAL ZEROでは業界
リーダーの取り組みを結集して、カリフォ
ルニア州における輸送のゼロ排出に向けた
移行を推進しています

成果

マッコーリーはFCETを所有して、車両運
営会社Glovis Americaへリースを行い、
カリフォルニア州オークランド湾周辺で業
務を行う予定
First Element Fuelは、Air Liquideが提供
する水素燃料を用いて、高スループットの
液体水素燃料補給ステーションを建設およ
び運営する予定

マッコーリーが世界中で同様のゼロ排出量車
両の開発および発展に取り組む中、本プロ
ジェクトは重要なマイルストーンとなる
ゼロ排出量トラックとインフラのパイロット
プロジェクトは、カリフォルニア州全体の取
り組みである「Climate Investments」の一
環で、温室効果ガスの排出量削減、経済の強
化、公衆衛生と環境の改善（特に恵まれない
地域）に数十億ドルのキャップアンドトレー
ドを活用するものです。詳細については
caclimateinvestments.ca.govをご覧くださ
い。
85

サハラ以南のアフリカ地域で
料理用コンロの
提供プロジェクトを展開

機会

料理用コンロの流通プロジェクトは、大規
模なネット排出量の削減を即座に達成する
極めて優良な炭素プロジェクトです

手頃な価格でクリーンなエネルギーを提供、
女性と子供の健康の向上、ジェンダー平等
の推進、単純労働の削減など、さまざまな
方面で国連の持続可能な開発目標に寄与し
ています

行動

マッコーリーのコモディティーズ・アン
ド・グローバル・マーケッツ・グループ、
C-Quest Capital LLC（CQC）およびパー
トナーは、サハラ以南のアフリカ地域で、
伝統的な調理方法である裸火を利用する農
村地域に料理用コンロを普及させるプログ
ラムへの投資を行っています
本プロジェクトは認証基準となる排出量の
削減を達成するだけでなく、当該地域の社
会と健康を改善する意義ある取り組みです

成果

本プロジェクトは発展途上国の

約370万世帯

に料理用コンロを無償で提供し、

2億トン超の

今後10年間で

炭素排出量を削減する見通し

マッコーリーは自らの案件組成スキルと
CQCの専門的な知見を融合して、本プロ
ジェクトと他の類似のCQCのプロジェクト
によりカーボンオフセットを展開
本パートナーシップのおかげで、企業と当
該国は、サハラ以南のアフリカおよび東南
アジア地域全体で大規模な投資プログラム
を展開し、独自の優れたカーボンオフセッ
トを実現

別途記載がない限り、情報は2022年3月31日時点のものです。
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低炭素エネルギーインフラへの
投資を加速

機会

国際的な資産運用会社であるFirst Sentier
Investorsは、総額10億英ポンド超で、廃
棄物発電ベンチャー2社の株式の50%を取
得することに合意しました。

このベンチャーは、廃棄物から生成した燃
料を使用し、2社合計で150MW超の低炭素
電力を発電することができます

行動

マッコーリーは、契約締結から買収完了
までのリスクをヘッジするために、取引
条件付きの為替先物を引き受けました。

出資金は、First Sentier Investorsが直接
運用するファンドからユーロ建てで調達
し、英ポンド建てで支払われました。

成果

これまでに欧州、中東、アフリカ地域で実
行された中で、過去最大となる取引条件付
き為替予約
当社は取引条件付きヘッジに関する豊富な
知識を活かし、First Sentier Investorsが
購入契約締結直後からヘッジを利用できる
よう、必要な承認を速やかに取得

ネットゼロ炭素経済への移行に伴い、First
Sentier Investorsは、今後5年間にわたり
低炭素エネルギーインフラへの投資を増や
す予定

別途記載がない限り、情報は2022年3月31日時点のものです。
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フィリピンにおける
地熱発電の支援

機会

フィリピンのエネルギー需要は、人口の
増加と都市化により増加しており、今後5
年間で7GW超の発電能力を有する施設が
必要となります。1

行動

マッコーリーが主導するコンソーシアムは、
株式公開買い付けを通じて、世界最大の垂
直統合型の地熱発電会社Energy
Development Corporationの株式の47.5%
を取得しました

成果

現地の強力な
パートナー

2016～2030年

のクリーンエネルギーを
地域社会に提供

が平均で8年間の契約

1.4GW
との協力体制

エネルギー省の

エネルギーロードマップに
貢献 発電したエネルギーの

90%

別途記載がない限り、情報は2022年3月31日時点のものです。1. Philippines seeks investors to power growth, extra 7,000 MW needed、
ロイター、2017年。
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革新的なエネルギー・
ソリューションを提供

機会

米国全体で、炭素排出の影響の軽減
を模索する中で、民間組織、会社組
織、地方公共団体、関係機関の間で
は、クリーンで環境にやさしく、耐
性のあるエネルギーを利用した業務
遂行の需要が高まっています。

別途記載がない限り、情報は2022年3月31日時点のものです。
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行動

Calibrantはこのような需要に応える
べく、マッコーリーのグリーン・イ
ンベストメント・グループ（GIG）、
Siemens Smart Infrastructure、
Siemens Financial Servicesによって
設立されました。3社ともにエネル
ギー技術における業界有数の企業で
す。

Calibrant Energyは、総合的かつ管
理の行き届いたソリューションの設
計と提供を通して、顧客のエネル
ギー目標の実現を手助けしています。

成果

技術および金融における専門性を活かし、
ニーズに応じた、コスト効率性や品質の高
いスマートエネルギーのソリューションを
前払コストなしで提供
エネルギーの節約と持続可能性のメリット
を提供することにより、企業や関係機関に
よる長期的なエネルギーの調達を手助け

太陽光発電、電池貯蔵、マイクログ
リッド、熱電供給などの最新技術に
対する顧客のアクセスを提供
グリーンエネルギーを現場で創出す
ることで、同時に炭素排出量を削減
することができ、顧客の資産および
事業の耐性向上に寄与

89

日本における太陽光発電開発の
将来に資金提供

機会

Canadian Solar Incは、世界最大級の太陽
光発電技術・再生可能エネルギー企業であ
り、20か国以上で5.6GWpを超えるプロ
ジェクトを手掛けています。

マッコーリーキャピタルは、Canadian
Solarと連携し、日本のエネルギー事業向
けにオーダーメイド型の資金調達ソリュー
ションを構築し、プロジェクト開発の加速
や経済性の向上に努めました。

行動

また、Japan Green Infrastructure Fund
LPのファイナンシャルアドバイザーとして、
その設立や組織の立ち上げに加え、安定し
た利回りの獲得を追求する国際機関投資家
からの第三者資本を動員した包括的なシン
ジケートローンを通じて、220億円を調達
しました

成果

アジアで初となる、建設準備の整った太陽
光発電資産の取得プラットフォーム
本ファンドでは、資産ポートフォリオの拡
大に伴い、グリーンボンドの発行や、プロ
ジェクトファイナンス・ローンについても
検討予定

大手機関投資家が多額の資金投入を切望し、
急成長を遂げている再生可能エネルギーの
分野において、拡張性の高いアプローチを
採用

別途記載がない限り、情報は2022年3月31日時点のものです。
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Bloom Energyのビハインド・
ザ・メーターな
燃料電池マイクログリッドに
資金提供

機会

固体酸化物形燃料電池を製造する分散型発
電主要企業であるブルームエナジーは、カ
リフォルニア州北部の米国半導体部品メー
カーに電力を供給する1.4MWのマイクログ
リッドを設置・運営するための資金調達を
検討していました

行動

マッコーリーのコモディティーズ・アン
ド・グローバル・マーケッツ・グループは、
顧客のシステムコストの大半を、セール・
アンド・リースバック取引を組成して調達
しました。これによりブルーム・エナジー
は、信頼性、回復力、持続可能性、コスト
競争力のあるオンサイト電力を顧客に提供
できるようになりました

成果

燃料電池マイクログリッドは、製造工場で
必要な電力の96%を供給し、サンフランシ
スコのベイエリアで増加している電力系統
の停電時にも、顧客の操業を可能にします。
吸入する燃料として天然ガス、バイオメタ
ン、水素を利用できるため、炭素強度の異
なる燃料にも柔軟に対応できる上に、その
他の大気汚染物質も最小限に抑えることが
できます。

この取引からわかるように、マッコーリー
は、エネルギー転換の最前線にある新技術
の商業化に関して早期参入者としての役割
を果たしています。グリッド代替技術は、
継続的な電力供給を維持しながら二酸化炭
素排出量を削減することを望む顧客に、実
行可能な代替案を提供します。

別途記載がない限り、情報は2022年3月31日時点のものです。
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マッコーリーグループの強み
テクノロジー

詳細は、Macquarie.com/impactをご覧ください
© Macquarie Group Limited
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テクノロジーセクターにおける専門性
オーストラリア

オーストラリア

のIPOアドバイザーであ
り、テクノロジーセク
ターのIPOでは独占的な
市場シェアを誇る3

初

オーストラリアの銀行として

No.1

のオープン
バンキング・
プラットフォーム

単一コアバンキングシステムに
よる融資とリテール預金を実現

通信、メディア、
テクノロジー株は

毎年開催のマッコーリー・テク
ノロジーサミットには、ビジネ
スや地域社会のさまざまな面で
技術的な変革を推進するグロー
バルリーダーが集結します。

受賞歴のある
デジタルバンキング
サービス2

290銘柄以上
をカバー1

初めて、

テクノロジー革命に備えて、当社のビジネスのみならず、
お客様にも専門性を提供

1.2022年3月31日現在。2. Mozo Experts Choice Awardsで2022 Everyday & Savings Bank of the Yearを受賞、Excellent Banking App and Internet Bankingに関して2021年のMozo
Experts Choice Awardsを受賞。
Canstar Outstanding Value Transaction Account 2021およびCanstar Outstanding Value Savings Account 2021を受賞。3. Dealogic（2022年3月31日現在。金額ベース – ASXのテクノ
ロジー銘柄のIPO額は2010年以降で$5,000万豪ドル超）。
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経験と知識を積み上げてきた道のり
プラット
1999年以来の革新的な
フォームに投資 ラップ投資
プラットフォーム

起業家と共に
投資

Seek
1999年

• 自動車購入および
• オーストラリアの中核的バンキング
ファイナンス
API対応テク エコシステム
• Google Payをサポート
プラットフォーム
• スマートメーター • 最先端のデジタルバンキング経験
• グローバル石油取引プラット
ノロジー
フォームの導入
（英国住民向け）

• RPData
• Smart Salary • PEXA
• oOh!media
• Temple &
• Next Payments
• SeekAsia
Webster
• Nuix
• Takeaway.com

マッコーリーの
機能に投資

1990年代

© Macquarie Group Limited

2010年

2012年

• FinTech
Collective
(Fund I)
• RedEye
• Renrui HR

• Informatica
• Stone & Chalk
• Digital River

• Console
• FoodByUs

FinTech
Collective
(Fund II)

• 音声検索を可能にする、
オンラインおよびモバイル
バンキング向け自然言語認識
• Apple Payをサポート

PropertyIQ

• 受賞歴のある
50 Martin Placeの
職場環境
• クラウドファース
ト戦略

• 強化されたサイバー
セキュリティ機能
• プライベートクラウド
（アジア）
• パブリッククラウド
（グローバル）

プライベート
ネットワーク再編プ クラウド
ログラム
（オースト
ラリア）

プライベートクラウド
（南北アメリカおよびEMEA）

2013年

2014年

2016年

2018年

2015年

2017年

2020年

2022年

94

Aryzaのグローバル成長戦略を
支える

機会

行動

イギリス、カナダ、アイルランドではマー
ケットリーダーであり、近年ではオースト
ラリア市場にも参入しました

また、マッコーリーキャピタルのアドバイ
ザリーチームと連携してM&Aや融資のアド
バイザリーによる支援を行い、魅力的な融
資枠をアレンジして、Aryzaの成長戦略を
支える追加資本を供給しました。

Aryza Group Holdings Limited（Aryza）
は、ミッションクリティカルな自動化ソフ
トウェアを金融サービス業界の顧客にエン
ドツーエンドで提供するリーディングカン
パニーであり、中でも融資、破産、債権回
収部門を専門としています。

マッコーリーキャピタル・プリンシパル
ファイナンスは、マッコーリーと長年の取
引関係にあるポーレン・ストリート・キャ
ピタルとともに、高度にカスタマイズした
パートナーシップによるAryzaへの株式投
資を実施しました。

成果

既存株主にとって、この取引は流動性イベ
ントに該当するものの、他方では次の成長
段階における価値創造へのエクスポー
ジャーを維持することも可能となりました。

Aryzaは、当社の資本、機関投資家として
の専門知識、グローバルなアドバイザリー
のネットワークを活用して、米国と欧州で
M&Aを通じた事業拡大を続け、さらにアジ
ア太平洋地域でも存在感を高めています。

別途記載がない限り、情報は2022年3月31日時点のものです。
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グローバルな
教育テクノロジーの
ソリューションと
プラットフォームを実現

機会

Tes Global（Tes）は教育セクターに総合
的ソフトウェア・ソリューションを提供す
る国際的企業です
Tesの新しいパートナーとして最適だった
のがオネックス・パートナーズです。同社
は、教育サービス分野への投資経験と、自
社ポートフォリオ下の事業会社をサポート
してきた強力な実績を持つ投資会社です。

行動

マッコーリーキャピタル・プライベートク
レジットは、ユニトランシェ融資と買収資
金ファシリティを提供し、取引の推進を支
援しました。
マッコーリーはソフトウェアや教育テクノ
ロジーへの造詣が深いため、確実な情報を
迅速に提供してオネックスの投資を支援す
ることができました。また、マッコーリー
のバランスシートを柔軟に活用して、迅速
かつ効率的に買収資金を提供することがで
きました。

成果

マッコーリーは、カスタマイズした柔軟な
プライベートクレジットソリューションを
提供することにより、パートナーシップを
通じて、テクノロジーを活用した高品質な
製品とサービスの利用拡大に成功しました。
Tes は、オネックスとともに、世界中の教
員にインテリジェントなオンライン製品と
サービスを提供することで、教育界に変化
をもたらすという使命をさらに推進してい
くことになります。

これらの製品により、

117カ国の
25,000校に在籍する
1,370万人の教員が、
90万件以上の授業資料と

授業計画を作成しています。

別途記載がない限り、情報は2022年3月31日時点のものです。

© Macquarie Group Limited
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食料品の即時配達で
オンラインショッピングの
常識を破壊する

機会

2020年5月に創業したGorillas Technologies
GmbH（Gorillas）は、オンデマンド食料品即
時配送プラットフォームの欧州大手です。

超ローカルな倉庫を活用し、小売価格で販売
する商品を数分以内に配達することにより、
あらゆるものを迅速かつ手頃な価格で提供す
る「クイックコマース」を再定義しています。

Gorillasは9カ国の60以上の都市に拠点を持ち、
200箇所以上の倉庫を運営し、14,000人以上
の従業員を雇用しています1

行動

マッコーリーキャピタル・プリンシパル
ファイナンスは、様々な規模の企業をグ
ローバルに支援してきた豊富な実績を活か
し、GorillasのシリーズCプライマリー資
金調達案件に参加しました。
この投資はマッコーリー傘下の法人を通じ
て実施されました。

成果

国際的な急成長に伴い、Gorillasは今後次
のフェーズに移行します。

同社は、規模の拡大を志向する強固な事業
基盤を構築しつつ、新たな市場で将来の成
長機会を獲得することをも併せて目指して
います。

同社は、今回の資金調達により、既存市場
での事業展開を強化するとともに、業務運
営、人材、テクノロジー、マーケティング、
財務の各インフラへの投資を拡大すること
が可能となります。これらの投資は、同社
が優れたカスタマーエクスペリエンスを継
続的に提供するために非常に重要です。

1. Gorillas社内データ、2022年2月現在。別途記載がない限り、情報は2022年3月31日時点のものです。
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学校・教育機関の
デジタル接続機会を
グローバルに拡大

機会

FinalsiteはSaaSソリューションの大手プ
ロバイダーです。同社のソリューション
は学校、行政区、教育機関を対象とした
ものであり、それらの主体が行う地域住
民との交流、学生やスタッフの採用、資
金調達、あるいはデータプライバシー、
アクセシビリティ、ホスティングおよび
セキュリティに関する難解な要件の管理
について、手法の変革を可能にします。

1 EBITDAaLとは、金利、税金、減価償却費および無形固定資産償
却費控除前かつリース料控除後の利益をいいます。別途記載がな
い限り、情報は2022年3月31日時点のものです。

© Macquarie Group Limited

行動

マッコーリーキャピタルは、ハイテク製品
やソリューションのプロバイダーに投資す
る大手投資家ベリタス・キャピタルによる
Finalsiteの買収案件で、Finalsiteの売り手
側アドバイザーを務めました。
マッコーリーキャピタルは、高度な専門知
識と業際的ネットワークを活用して、
Finalsiteを複数の戦略的投資家に紹介しま
した。それを通じて、Finalsiteは、2022
年の予算数値が意味する価値を高めること
や、販売サイクルを明確化することに成功
し、同社株主に大きな価値をもたらしまし
た。

成果

この買収により、Finalsiteはデジタルソフ
トウェアのプラットフォームを教育市場全
体に拡大することが可能になります。また、
投資家としてのベリタス・キャピタルのリ
ソースと豊富な業界専門知識により、
Finalsiteは国内外での成長拡大とM&Aの機
会について検討を深めることができます。
教育分野およびソフトウェア分野の経験豊
富な投資家が大手プラットフォーム企業へ
の投資を行うことにより、ベリタス・キャ
ピタルにとっては、グローバルな教育分野
で市場をリードするエンタープライズソフ
トウェア資産のポートフォリオが強固なも
のとなります。

20年以上にわたり

クラス最高の製品を提供してきた実績
学校、大学、研究機関など

8,000のクライアント
115カ国がFinalsiteの

デジタルコミュニケーション製品を使用
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次世代のプロセス・インテリ
ジェンスとオートメーションを
支援

機会

ニンテックスは、デジタル・プロセス・イ
ンテリジェンスおよびオートメーションの
業界で、完成度が高く強力で使いやすいプ
ラットフォームを提供する、成長中の優れ
たソフトウェア企業です。

同社は、デジタルフォームとワークフロー
の自動化を起点とし、そこから次世代クラ
ウドプラットフォームへと発展しました。
現在は、ローコードオートメーション
（LCAP）、プロセスのディスカバリと
マッピング、ロボティックプロセスオート
メーション（RPA）、インテリジェント文
書処理、電子署名などを扱っています。

行動

マッコーリーキャピタルは、2010年にニ
ンテックスの創業者と提携して自己資金投
資を実施し、それ以来11年にわたってニン
テックスとの関係を築いています。マッ
コーリーキャピタルは、ニンテックスへの
投資に関して、2013年にTAアソシエイツ、
2018年にトーマ・ブラボーとそれぞれ提
携しています。
マッコーリーキャピタルは、2021年11月
に、TPGキャピタルによるニンテックスへ
の投資の一環として、ニンテックスの少数
株主持分を売却しました

1 EBITDAaLとは、金利、税金、減価償却費および無形固定資産償却費控除前かつリース料控除後の利益をいいます。別途記載がない限り、
情報は2022年3月31日時点のものです。
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成果

ニンテックスは、グローバル企業を目指し
て拡大を推進し、人材と正しい投資家を誘
致して、デジタル・プロセス・オートメー
ション分野の中心的なソフトウェアプラッ
トフォームとしての地位の確立を図りまし
た。マッコーリーキャピタルはその取り組
みを支援しました。

1,000以上のチャネル
パートナーシップ

を形成し製品の市場投入と導入サービスの
提供を支援

オーストラリア国内のソフトウェア企業で
あったニンテックスは、世界90カ国に1万
以上の企業や公共団体の顧客を擁し、
フォーチュン500企業の50%以上にサービ
スを提供する企業へと発展しました。
99

特殊教育ソフトウェア・
ソリューションに投資する
資金を調達する

機会

1997年に創業したn2yは、SaaSプロバイ
ダーとして、12歳未満の特殊教育生徒によ
る一般教育カリキュラムの利用を支援する
ことを目的としたオンラインカリキュラム、
生徒情報管理、教材を提供しています。デ
ジタル学習ツールに対する需要の高まりに
より、教育テクノロジーのプロバイダーは
目覚しい成長を遂げました。

行動

マッコーリーキャピタルが最初に行ったの
は、プロビデンス・エクイティ・パート
ナーズがn2yの支配権を取得するために
行った投資への資金提供でした。同社は、
メディア、コミュニケーション、教育、テ
クノロジー分野の成長志向企業に特化した
プライベートエクイティ投資会社です。こ
の投資が寄与して、n2yの製品ポートフォ
リオは拡大しました。マッコーリーは、
n2yの好業績を確認した上で、n2yの成長
をさらに支援するために、契約を再度締結
して配当リキャップを実施しました。

成果

n2yの主要製品は、特殊なニーズを持つ生
徒を対象として教室で使用するカリキュラ
ムのプログラムですが、配当リキャップに
より同製品の継続的な開発が可能となりま
す。また、学校ではテクノロジーを活用し
たハイブリッド学習モデルの採用が進んで
いるため、さらに特殊な教育用ソフトウェ
ア・ソリューションを開発する機会も生じ
ていますが、それもこの配当リキャップに
より可能になります

配当リキャップは、組織拡大と買収を通じ
た同社の成長計画にも貢献し、同社の使命
の達成を支援します。n2yの使命とは、利
用者の年齢に応じたソリューションを最新
のテクノロジーにより提供し、独特な学習
ニーズを持つ個人とそれを援助する人々の
生活を豊かにすることであり、また、独特
なニーズを持つ個人を支援するソリュー
ションのプロバイダーとして信頼される企
業になることです。

別途記載がない限り、情報は2022年3月31日時点のものです。

© Macquarie Group Limited

100

長期的なパートナーシップを
通じてソフトウェアと
決済代行業務の
主導的プロバイダーを育成

機会

Daxkoは、会員制の健康増進団体（ジム、
YMCA、コミュニティセンターなど）に日
常業務、会員管理、総務に関するソリュー
ションを提供する統合ソフトウェアと決済
サービスの大手プロバイダーです。Daxko
は、顧客とその会員に高品質な体験を提供
するために、事業、商品、従業員基盤の拡
大に向けた投資をこの数年行ってきました

行動

マッコーリーキャピタルは、GIパートナー
ズによるDaxkoの買収を支援する目的で、
有担保シニアタームローンと有担保シニア
リボルビングクレジットファシリティを提
供しました。また、複数回にわたってそれ
らの融資を増額し、各種の追加買収を実現
させました。2021年には、GIパートナー
ズがDaxko株式をジェンスターキャピタル
に売却する手段として実施するリキャップ
取引の支援策として、Daxkoへのユニトラ
ンシェ融資を実行しました。

成果

この投資は、Daxkoの製品開発、カスタ
マーサポート、セールスとマーケティング、
戦略的買収に関するイノベーションの推進
を支援するものです。ジェンスターは、ソ
フトウェアおよび決済代行のセクターにお
いて、投資および業務運営上の深い専門知
識を有しており、それを通じてDaxkoの製
品ラインナップはさらに変革と拡大を遂げ
ると見込まれます。

55カ国以上でDaxkoのソリューション

を利用

19,000の施設でDaxkoのソリューション

を利用

2,500万人以上

の会員をDaxkoの
ソフトウェアシステムで管理

別途記載がない限り、情報は2022年3月31日時点のものです。
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通信事業者の法人顧客を
対象とした持続可能な
デバイスライフサイクル
プログラムの構築

機会

スマートフォンやタブレット端末は、私たちの
暮らしにとってますます重要な機器となってい
ますが、他方では大量の二酸化炭素や電子機器
廃棄物の発生原因ともなっており、その多くが
埋め立て処理されています。

マッコーリーは、デバイス・ライフサイクル・
マネジメント（DLM）プログラムを通じて、ス
マートフォンやその他デバイス向けの優れたマ
ネージドサービスを法人顧客に提供する通信事
業者を支援しています。
マッコーリーは、このプログラムを拡張するこ
とにより、通信事業者がそれらのサービスをよ
り持続可能な方法で提供可能にする機会がある
と考えました。
別途記載がない限り、情報は2022年3月31日時点のものです。

© Macquarie Group Limited

行動

マッコーリーは、機器のライフサイクル全体で
発生する二酸化炭素量を計算するモデルを構築
し、独立した検証を実施しました。これにより、
DLMプログラムに登録した機器のカーボンイン
パクトを定量化して相殺することが可能になり
ます
さらに、マッコーリーは通信事業者に代わって
必要なカーボンオフセットの調達と償却を行い、
機器に関連する二酸化炭素排出量を軽減します。
また、マッコーリーは、戦略的パートナーと協
力して、プログラムの設計過程に電子機器廃棄
物リサイクルのソリューションを組み込み、廃
棄物ニュートラルの達成を図ることで埋立地の
電子機器廃棄物を削減しました。

成果

マッコーリーは、持続可能性がさらに高いDLMプログラムを作成し、3つの重要なサステナビリティ
機能を推進しました。
使用可能期間の延長：
「返却、再生、再展開」の手法により
機器の耐用年数を延長します。これは
排出量と廃棄物の大幅な削減につなが
ります。

カーボンニュートラル：
二酸化炭素排出量を一度計算すれば、顧
客は、自社顧客、市場、社会のニーズの
変化に合わせて、自社の事業に適した
カーボンオフセットプロジェクトを柔軟
に選択することができます。

1：1

廃棄物ニュートラル
このプログラムにデバイスを登録する
ことにより、アフリカの埋立地から別
のデバイスを見つけ出して持続的にリ
サイクルすることが可能となり、原材
料をバリューチェーンに再投入するこ
とができます
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グローバル教育コンテンツや
デジタルプラットフォーム業界
の市場リーダーを支援

機会

McGraw Hillは成果重視型の学習ソリュー
ションを数百万人の学生に提供しています。
世界規模で、企画コンテンツとデジタル学習
ツールの両方を約250,000人に及ぶ高等教育
の指導者、12学区の13,000人に及ぶ幼稚園前
クラス、さまざまなプロフェッショナル、企
業、機関に提供しています

McGraw Hillは2013年にApollo Global
Managementに買収され、製品スイートから
10億米ドル以上の年間収益を計上しています
別途記載がない限り、情報は2022年3月31日時点のものです。
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行動

マッコーリーキャピタルのソフトウェアお
よびサービス・チームは2021年7月に、
ApolloとMcGraw Hillの主要ファイナン
シャルアドバイザーとして、Platinum
EquityによるMcGrawの45億米ドルに及ぶ
買収について助言業務を行いました
同チームは投資家に向けてデジタルファー
ストの教育コンテンツやソフトウェア、
サービスとしての市場ポジショニングで
培った経験を生かして、McGraw Hillで実
施している主要な成長および変革イニシア
チブに焦点を当てながら複数の関係者を獲
得しました

成果

本取引のおかげで、McGraw Hillは、デジ
タルファーストの教育リーダーとしての地
位を高め、同社の歴史における新たな局面
に向けた資本パートナーを獲得したのです
教育テックやセクター全体が急速に劇的な
変化を遂げる中、McGraw Hillはデジタル
成長を加速し、定評ある教育パートナーと
しての道を進んでいます

Platinum EquityはMcGraw Hillを買収したこ
とで、

教育業界屈指のプラット
フォーム資産としての地位を一段

と高めています

103

世界市場に向けて革新的な
バイオテクノロジー治療の
開発を拡充

機会

行動

マッコーリーキャピタルは、和黄医薬と、
和黄医薬は中国に拠点を構える世界的なバイオ
アジア、欧州、およびオーストラリアの投
医薬品会社であり、がんや免疫疾患を患う患者
の治療を目的とした標的療法や免疫療法の発見、 資家との橋渡し役を担いました
開発、および商業化に注力しています
マッコーリーは、オーストラリアのロング
オンリー・ファンドとしての評判を生かし
和黄医薬は、香港証券取引所（HKEX）での
て、ブックビルディングで多大な需要を獲
プライムステータスの獲得と、さらなる研究
得しました
開発に向けた追加投資を目指していました

成果

同社の世界的な事業拡大を支援すべく、

6億1,800万米ドル
の資金を調達

コーナーストーン投資としてHKEX初の
セカンダリーリスティングを実施

現在に至るまで、香港証券取引所の全セカ
ンダリーリスティングにおいて初日株価の
最高値を記録 和黄医薬は、HKEXでかつ
て最大の上場企業であったHutchison

象徴的
なティッカーシンボル
「13 HK」を採用
Whampoa Ltdに使用していた

別途記載がない限り、情報は2022年3月31日時点のものです。
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中国の増大する高級車需要を
支援

機会

百得利控股有限公司は中国で自動車ディー
ラーサービスを提供し、超高級車ブランド
の販売に注力しています
同社は、2020年の個人富裕層の数でトッ
プ10に入る地域の中で、6つの省および地
方自治体に店舗を構えています

行動

マッコーリーキャピタルは2021年に、単独
のスポンサー、グローバルコーディネー
ター、共同ブックランナー、および共同主
幹事として、百得利控股有限公司による香
港証券取引所（HKEX）のメインボードにお
ける9,700万米ドルに及ぶ新規株式公開を担
当しました
マッコーリーは単独スポンサーとして
HKEXと密接に連携して初回審査プロセス
を完了し、厳しい市況の中でも上場を成功
させました

成果

自動車のディーラーネットワークとブラン
ドポートフォリオの拡大を目的として

9,700万米ドルを資金調達

2014年に香港証券取引所に上場して以来、
同取引所で初の高級および超高級自動車の
ディーラー企業

香港証券取引所に上場した中華系の
自動車ディーラー企業の中で初日に

最高の株価を記録

別途記載がない限り、情報は2022年3月31日時点のものです。
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ドイツ有数の医療プラット
フォームの構築を支援

機会

放射線学と放射線療法は急速に拡大している
サブセクターであり、その背景には人口動態
のトレンドと技術的な革新があります

行動

マッコーリーキャピタルは、EQT Groupが
Triton PartnersからMRHを取得するときだ
けでなく、Deutsche Beteiligungs AG がEQT
Infrastructure（EQT）へblikkを売却すると
きもファイナンシャルアドバイザーを務め
ました

Meine Radiologie Holding（MRH）とblikk
は、欧州最大の医療市場を有するドイツにお
いて主要な放射線学プラットフォームであり、
マッコーリーが培ってきたM&Aの評判に、
blikkは毎年約100万人の患者を対象にマンモ
インフラや医療分野の投資家への理解を重
グラフィーや超音波、CTスキャンなどさま
ね合わせることで、顧客がオーダーメイド
ざまなサービスを提供しています
の取引内容でこの種の案件を成功裏に執行
するお手伝いをしています

成果

本買収によってEQTはblikkとMRHを融合
でき、急速に成長する重要な医療サブセク
ターにおいて主要なプラットフォームを構
築できるだろう

EQTは、医療面の卓越性を引き続き向上す
るために、テクノロジーやイノベーション、
人材への投資を加速

EQTは近接する専門領域へ展開してデジタ
ルアジェンダを推進することで、患者本位
でテクノロジーを活用する画像診断プロバ
イダーとなるだろう
EQTはデジタル変革と持続可能な成長を通
じて、ポジティブな影響の実現と将来性の
極めて高い企業になることを目指す

別途記載がない限り、情報は2022年3月31日時点のものです。
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オーストラリアの
住宅ローン顧客向けに
トップクラスの体験を実現

機会

オーストラリアの住宅ローン顧客向けに
トップクラスの体験を実現しています。

行動

• 人間中心設計(HCD)を通じて、住宅ロー
ンのプロセスにより良い顧客体験を創出
• 社内チームとプロセスに投資し、顧客お
よびブローカーに対して業界をリードす
る融資所要時間を実現
• 世界基準の技術を活用し、トップクラス
の顧客向けデジタルバンキングを開発
• リアルタイムの住宅ローン・プラット
フォームの開発により、スピードと効率
性を大幅に改善

別途記載がない限り、情報は2022年9月30日時点のものです。
2022年度と2021年度の比較。
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• マッコーリーブランドの住宅ローン、お
よび低リスクのローンに戦略的にフォー
カスすることで、提案商品の簡素化を実
現

成果

オーストラリアの住宅購入者に対して受賞歴
のある住宅ローン商品を提供し、競争が激し
いオーストラリアの住宅ローン市場において
市場シェアを拡大。同時に、融資に対する慎
重な姿勢も維持

住宅ローンの融資所要時間 – 住宅ローン契約
書の正式承認に要する時間は平均1日
オーストラリア初の顧客向け機能を備えた、
受賞歴のあるデジタルバンキングのユーザー
体験を提供
MFAA 2021 National Major Lender of the
Year を2年連続で受賞

住宅ローンポートフォリオは2021年3月から
34%増加の895億豪ドル
52%のセトルメントの伸び

LVR（ローン資産価値比率）が70%未満の
ローンにおいて、ポートフォリオがオーバー
ウェイト

住宅ローンの90%超がブローカー経由での実
行
2022年MPAブローカーズ調査（銀行対象）
で第1位に選出
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ポーランドの農村部における
通信能力を向上

機会

日常生活においてテクノロジーの重要性が
ますます高まるなか、それを支える高性能
デジタルインフラの必要性が、特に農村地
域において重要な課題となっています。
これまで欧州連合では、光ファイバーの導
入の多くが都市部に集中していました。
ポーランドでは現在、農村部におけるファ
イバー技術の活用が、全世帯のわずか20%
に留まっています。1

行動

2018年以降、マッコーリー・アセット・
マネジメント（MAM）は、ポーランド西
部の大手通信インフラ所有・運営会社であ
るINEAが手掛ける、農村部における通信
能力の開発および拡大を支援しています。
INEAは、今後数年間でネットワーク規模
を2倍にする予定で、都市部と農村部間の
デジタル格差を解消することを目指してい
ます

成果

MAMの支援の下、INEAは、ポーランド政
府が実施した入札において、その半数以上
を獲得し、農村部における通信能力向上に
貢献しています

ネットワークの拡大に伴い、約2,000の学
校がINEAのネットワークを利用できるよ
うになり、デジタル学習リソースの活用拡
大や、教育成果の向上につながることが期
待されます。

INEAの戦略には、ポーランドの顧客に競争
力のあるインターネット利用料金を提示す
ることや、第三者によるネットワークイン
フラの活用を拡大することが含まれます。
INEAは、ホールセール型のファイバーネッ
トワークを構築することにより、インター
ネットサービスプロバイダーが自社のイン
フラを導入していない地域の消費者に対し、
自社製品を提供できるようにします。

別途記載がない限り、情報は2022年3月31日時点のものです。1. Panorama: Markets（2019年9月）、Fibre to the Home Council
Europe（2020年）。
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消費者向け直接販売大手の
Harry'sに投資

機会

2012年に設立されたHarry'sは、シェービン
グ用品、パーソナルケア用品、ペット用品な
ど、4つのブランドを展開する、垂直統合型
の消費者向けパッケージ商品（CPG）プラッ
トフォームです。男性および女性用髭剃りの
マーケットリーダーであるHarry's.comの利
用者は、現在200万人超に上り、Target、
Walmart、Costco、Amazonをはじめとする
戦略的小売業者との間で、小売提携を結んで
います。

行動

マッコーリーキャピタルは、Bain Capital
と連携し、Harry'sの1億5,500万米ドルに
及ぶシリーズE資金調達ラウンドを率いま
した。

マッコーリーキャピタルは、Harry'sが差
別化された価値提案と独自のオムニチャネ
ル販売を兼ね備えた革新的なCPGブランド
であり、商品と販売地域の拡大で成功を収
めているという判断の下、投資を実行しま
した。

別途記載がない限り、情報は2022年3月31日時点のものです。1. 2021年4月現在。
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成果

マッコーリーは、1億5,500万米ドルの資金
調達を引き受け、構造化のうえ実行しまし
た。現在、Harry'sの企業価値は、17億米
ドルに達しています。1

資本金の増加により、Harry'sは市場と販
売地域の継続的な拡大に向けて、優位なポ
ジションを確立しています。

新たな資本注入により、Harry'sはポート
フォリオにさらなるブランドを追加でき
るようになりました。現在、同社のポート
フォリオは、Harry's、女性用カミソリと
ボディケア用品を取り扱うFlamingo、
ペット用品ブランドのCat Person、ヘアケ
アブランドのHeadquartersで構成されて
います。
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オーストラリアの
リテールバンキングにおける
デジタル革新

機会

オーストラリア市場において、個人は使い
慣れたソーシャルサービスやデジタルサー
ビスのようなバンキング体験を期待してい
ます。

行動

マッコーリーのデジタルバンキングでは、
NetflixやFacebookと同じテクノロジーを
使用しているため、細かくパーソナライズ
されており、使いやすさに優れたサービス
を提供しています。

成果

受賞歴もある顧客向けデジタルバンキング

テクノロジー主導の
イノベーション

初

オーストラリア
の機能を導入

リアルタイムバンキングプラットフォーム
でのリテール向け融資および預金が可能な

オーストラリア初の銀行

初

オーストラリア

のオープンバンキング・プラットフォーム

別途記載がない限り、情報は2022年3月31日時点のものです。
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持続可能なテクノロジーを
大規模に展開

機会

世界経済のデジタル化に伴い、データの需
要は急激に高まっています。その結果、イ
ンターネットへの電力供給は、二酸化炭素
の排出源として、急速な排出量の伸びを見
せています。データセンターの選択におい
て、接続可能性がその決定要因となりつつ
あるなか、業界内で成長していくには、再
生可能エネルギーへの移行と持続可能な施
設の開発が不可欠です。

行動

2018年、マッコーリー・アセット・マネ
ジメント（MAM）は、超大規模データセ
ンター施設の開発と運営を手掛ける米国企
業であるAligned Energyに投資しました。
MAMが投資したことで、Aligned Energy
は、事業を拡大し、データホスティング容
量を拡張すると同時に、持続可能なテクノ
ロジーに対する効果的な資本投資ソリュー
ションを活かして、「炭素を排出しない」
データホスティングの実現を促進できるよ
うになりました

成果

マッコーリーによる長年の資金調達支援を
通じて、Aligned Energyは資本基盤を強化
し、データセンターへの投資を加速化させ
るとともに、持続可能性に関連する施策の
拡大を求める顧客の要望に対し、迅速に対
応することができました。

米国のデータセンターとして初めて、持続
可能性を考慮した総額10億米ドルの資金調
達を実現しました。

100%

顧客へのITサービスの

を再生可能エネルギーの利用により提供
独自技術を活かし、市場をリードする
エネルギー効率を実現し、
冷却技術における水の使用量を

85%削減

別途記載がない限り、情報は2022年3月31日時点のものです。
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不動産の頭金支払いに
革新的な方法を導入

機会

オーストラリアでは即時支払いがどの業界
で可能にもかかわらず、不動産オークショ
ンにおいては、住宅購入者は事前に発行さ
れた銀行小切手が必要でした。

行動

マッコーリーは、購入者がオンラインで頭
金を支払うことができる、オーストラリア
初のモバイル決済プラットフォームを開発
しました。

成果

競争の激しい不動産オークションにおいて
オーストラリア人の顧客体験を改善
類を見ないデジタルプラットフォーム：
DEFT Auction Pay 過去1年間で

9,000件

を超える

取引を実行し総額25億豪ドルを処理

オーストラリアの不動産オークションの
デジタル時代を開拓

2分

代理店の管理業務を削減

でオンラインの頭金支払いが完了

別途記載がない限り、情報は2022年3月31日時点のものです。
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マッコーリーグループの強み
コモディティ

詳細は、Macquarie.com/impactをご覧ください
© Macquarie Group Limited
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コモディティに関する専門知識の概要
ハウス・オブ・ザ・イヤー
デリバティブ1、石油・石油製品1、
天然ガス・LNG2、ベースメタル3、
コモディティリサーチ3

北米No.4
の現物ガス販売業者4

内勤の技術専門家

物流専門家、地質学者、気象学者、採掘・石油技術者、データ科学者および
数理ファイナンスと理論物理学の博士号取得者を含む

約100億

立方フィートの天然ガスを
日々北米で取引4

現物市場および金融市場にわたる

リスクおよび資本
ソリューション

40年間にわたり、マッコーリーの中核事業
1. Energy Risk Awards 2022およびEnergy Risk Asia Awards 2021を受賞。2 Energy Risk Awards 2022。3. Energy Risk Asia Awards 2021。4. 2022年3月31日現在。5. Platts 第4四半期 - 2021年12月。
すべてのデータは2022年3月31日現在。
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経験と知識を積み上げてきた道のり

買収と自律的成長を通して関連分野に拡大

Global carbon business (2021）

バルクコモディティと石炭
ソシエテジェネラルのOTCエネルギーコモディティ
ポートフォリオの買収（2020年）
（2008年）
欧州の電力（2011年）
北米の電力
Cargill North America Power
オーストラリアの電力
（2008年）
and Gasの買収（2017年）
（2011年）

ストラクチャード・コモディティ・
ファイナンス（2006年）
コモディティ投資家商品（2012年）

コモディティ
プラット
フォームを
開始

欧州のガス取引 Cook Inletの買収
（2005年）
（2004年）

農産品（1990年代）

グローバル石油デリバティブ
（2003年）

Corona小売ガス
供給（2006年）

Constellationのガス取引
事業の買収（2009年）

現物石油プラットフォーム
（2011年）

北米No.2の現物ガス販売業者
（2019年）1

中南米マーケティ
ング（2016年）

Cargill Petroleum
の買収（2017年）

ベースメタル（1990年代）

貴金属（1970年代）
1970年代

2000年
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2002年

2004年

2006年

2008年

2010年

2012年

2014年

2016年

2018年

2020年

2022年
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ヘッジと供給の
ソリューションを組み合わせて
再生可能セクターへの進出を
支援

機会

BioUrja Group（BioUrja）は、バイオ燃料、石油製品、
動物飼料製品など農産物コモディティおよび工業用
コモディティの多国籍サプライヤーおよびトレー
ダーであり、ヒューストンに拠点を置く企業です。
マッコーリーとBioUrjaの関係は、同社の設立当初
にマッコーリーがリボルビングクレジットファシ
リティを提供したことにさかのぼります。

BioUrjaは、再生可能セクターへの継続的な進出と
世界的なエネルギー転換への参画の一環として、
米国イリノイ州のエタノール工場を購入する合意
を2021年10月に締結しました

行動

BioUrjaは、エタノール工場を取得する際に主
なコモディティリスクを特定した上で、原料や
公共サービスに関連するコモディティのエクス
ポージャーをヘッジしてプロジェクトの内部収
益率を固定化することに関して、マッコーリー
のコモディティーズ・アンド・グローバル・
マーケッツ・グループに支援を要請しました。
また、マッコーリーは、デューデリジェンスに
際して、BioUrjaの主なオペレーションリスク
の特定を支援するとともに、天然ガスの供給に
関する価値を明確化し、主なコモディティの供
給を支援しました。

成果

マッコーリーは、BioUrjaによるエタノール生産へ
の進出を支援するために、統合ヘッジと天然ガス
の現物供給取引を実行することができました。

BioUrjaは、マッコーリーとの長年にわたる関係や、
ヘッジと天然ガス供給を組み合わせるマッコー
リーの能力により、顧客に完全なソリューション
を提供し、競合他社との差別化を図ることができ
ました。

別途記載がない限り、情報は2022年3月31日時点のものです。
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電池用化学品製造施設の
開発資金を調達

機会

行動

2億5,000万ユーロを投じた電池用化学品工
場の建設を最近完了させた同社は、これら
の中間製品を精製して電気自動車用バッテ
リーの主要原料である硫酸ニッケルとコバ
ルトを生産する能力を獲得しました。

また、マッコーリーは、Terrafameとその
最終購入者との間における硫酸ニッケルの
中間貨物について、物理的な実行と物流の
専門知識を提供します。

フィンランドのソトカモに拠点を置く
Terrafame Limited（Terrafame）は、電
池のサプライチェーンにニッケルとコバル
トの中間製品を供給する主要グローバルサ
プライヤーです。

マッコーリーは、Terrafameの新しい電池
用化学品工場における生産力増強に必要な
運転資金ニーズを支援するため、4年間の
繰上弁済ストラクチャーによる9,000万米
ドルの融資枠を設定しました。

成果

マッコーリーのソリューションは、
Terrafameの既存の資本構造の制約を満た
すと同時に、Terrafameが製品のマーケ
ティングを完全にコントロールすることを
可能にしました。

世界最大級である電池用化学品の生産能力
（年間で電気自動車約100万台分）を持つ
工場において生産能力を引き上げたことに
より、Terrafameは、特に欧州市場におけ
る電気自動車の需要増に素早く対応するこ
とが可能になります。

別途記載がない限り、情報は2022年3月31日時点のものです。画像 © Terrafame Ltd.
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農業における排出原単位の
削減

機会

マッコーリー・アセット・マネジメント
（MAM）は、670億豪ドル1規模を誇るオース
トラリアの農産業が同国における低炭素経済へ
の移行に果たす重要な役割を理解しています。
オーストラリアのGDPの3%を占める農産業2で、
2050年までに同国のネットゼロ目標を達成す
るには、長期的に持続可能な農業を実践するこ
とが不可欠です

行動

MAM、オーストラリア連邦科学産業研究
機構（CSIRO）、Clean Energy Finance
Corporation（CEFC）は先日、エネル
ギー・排出・効率諮問委員会（3EAC）を
設立しました

3EACの主な目的は、炭素排出量の削減、生
産性と気候変動への耐性の向上、および
オーストラリア農業セクターの成長を支援
することにあります

1 Snapshot of Australian Agriculture 2021、オーストラリア政府の農業・水・環境省が2021年に公表。
2 Economic contribution of regional, rural and remote Australia、National Rural Health Allianceが2021年に公表。
別途記載がない限り、情報は2022年3月31日時点のものです。
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成果

「FarmPrint」は、3EACが開発した炭素排出
量を計算するツールです。オーストラリアの
農業従事者は、このツールを使って農場の環
境フットプリント（環境に与える負荷を表す
指標）を監視したり、基準値と比較したり、
評価したりすることにより、排出量に関する
知見を得ることが可能

このツールをさらに発展させることにより、
将来的には複数の気候帯にまたがる農業資
産の持続可能な運用を支援することが期待
される

農業関連事業を手掛けるViridis Agは、パイ
ロットプログラムを通じて、炭素排出の現状
を把握し、排出量を抑えた経営に向けたロー
ドマップを策定
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カーボンニュートラル
な石油を世界で初出荷

機会

Oxy Low Carbon Ventures, LLC（OLCV）は、
米国に拠点を置く国際的なエネルギー企業
です。同社は、石油生産など低炭素化が困
難な産業を中心に、低炭素技術を発展させ
ることで、温室効果ガスの総排出量削減を
支援しています。
OLCVは、インドのReliance Industriesに200
万バレルのカーボンニュートラル石油を納入
しました。

行動

マッコーリーは、カーボンオフセットに使
用するクレジットの取得、およびその償却
のための準備や枠組み作りに尽力しました。
オフセットに使用したクレジットは、国連
の「国際民間航空のためのカーボンオフ
セット及び削減スキーム」で定められた適
格基準を満たす様々なプロジェクトから調
達されました。

成果

カーボンニュートラル原油を世界で初めて
出荷、原油のライフサイクル全体に関連す
る温室効果ガスの排出をオフセットするこ
とに成功
高品質なカーボンオフセットと原油をバン
ドルすることにより、長期的かつ産業規模
の脱炭素戦略への投資を推進する即時性の
あるソリューションを構築

この取引を足掛かりに、OLCVは、他に類
を見ない石油製品であるネットゼロ石油の
開発に着手
ネットゼロ石油は、空気中の二酸化炭素を
直接回収し、永久的に除去する技術によっ
て製造

別途記載がない限り、情報は2022年3月31日時点のものです。
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持続可能なコモディティ市場の
将来を形成

機会

機械学習とAIを使ってESG（環境・社
会・企業統治）情報をデジタルの環境
コモディティに変換する初の取引所で
は、これらの商品を現物商品と一緒に、
または現物商品から分離して取引する
ことが可能です。

行動

マッコーリーは、コンソーシアムの一環と
して、シドニーおよびサンフランシスコに
拠点を置く Xpansiv CBL Holding Group
（XCHG）によって発行された2,500万米ド
ルの転換社債に投資しました

成果

投資により、コモディティ市場の進化と、
持続可能なコモディティにおけるマッコー
リーのプレゼンスの増大が期待される

データは情報源から入手され、コモディ
ティの温室効果ガス（GHG）の排出量およ
びその他のESG特性にわたり環境上の起源
と可視性を提供

XCHGプラットフォームによって、参加者
は環境影響、水の使用および炭素排出量に
基づく商品の評価が可能
XCHGは、マッコーリーのより広範なカー
ボンオフセット資金調達および事業取引を
成功させる鍵となる

別途記載がない限り、情報は2022年3月31日時点のものです。
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160億豪ドル規模を誇る
世界有数の金探鉱企業を設立

機会

カルグーリー・スーパーピット金鉱山は、
オーストラリア最大級の金鉱山で、年間約
80万オンスの金を産出しており、これは同
国の金生産量合計の約8%にあたります。
2019年後半から2020年初めにかけて、
Northern Star ResourcesとSaracen
Mineral Holdingsはそれぞれ、同鉱山の
50%を取得し、新たな合弁パートナーシッ
プに基づいて操業を開始しました。

行動

マッコーリーキャピタルは、即時に利益を
もたらさない合併に関して、Saracenの
ファイナンシャルアドバイザーを務めまし
た。マッコーリーは、2社に関して豊富な
知識を有しており、それぞれの事業の相対
価値を決定する際や、15億～20億豪ドルの
正味現在価値（NPV）があると評価されて
いる一連の潜在的シナジー効果を特定する
際に、このような知識が役立ちました。

別途記載がない限り、情報は2022年3月31日時点のものです。1. SaracenとNorthern Starを除いて調整。
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成果

この合併は、株主やアナリストから強い
支持を受け、発表後の2日間で、Saracen
およびNorthern Starの株価は、S&Pおよ
びASX200の金指数を約14%アウトパ
フォーム。株主の98%が合併を承認

160億豪ドル

2010年以来、ASXで最大の金取引

15億～20億豪ドル

予想シナジー効果のNPV（税引前）1

30%以上

今後3年間における金生産量の伸び

トップ10

この取引により、世界トップ10に入る
新しい金探鉱企業が誕生
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精密農業によって
一次生産を最大化

機会

食糧需要は、世界人口の増加や新興市場
における都市化と富裕層増加に牽引され
増加しています

行動

マッコーリーの運用するファンドが所有
する9万ヘクタールの農地に、精密農業
技術を導入しました

成果

20年間

の農業における経験 オーストラリア全土
の2017年主要冬季作物生産収率の平均を

32%

上回る

300人以上を地元で雇用

9万ヘクタール

を2cmの精度で管理WeedSeeker
テクノロジーにより除草剤使用を

60%

削減し環境への影響を縮小
ドローンと衛星テクノロジーで作物を観察

別途記載がない限り、情報は2022年3月31日時点のものです。
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マッコーリーグループの強み
再生可能エネルギー

詳細は、Macquarie.com/impactをご覧ください
© Macquarie Group Limited
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再生可能エネルギーに関する
経験と知識

650億豪ドル

を2010以降にグリーンエネルギーへ
投資またはアレンジ

世界を
リードする
再生可能エネルギー開発事業者

Environmental
Products
Bank of the Yearを受賞3

50GW以上

のグリーンエネルギープロジェクトを開発、
建設、または運用中1

No.1

再生可能エネルギー分野

のファイナンシャルアドバイザー
（2018年、2019年、2020年、2021年）2
従来のエネルギーに対する投資1豪ドルごと
に、再生可能エネルギーに

6.40豪ドル
を投資4

2022年3月31日現在。1. マッコーリーグループが202239月31日現在で実施した株式または債券投資（直接、稼働プラットフォーム経由、または運用ファンド経由）における、再生可能
エネルギープロジェクトの総発電容量。2 Inframation（2021暦年、年間案件数ベース）。3. Energy Risk Awards 2020。4. (i) 純資産を通じて公正価値で測定されるバンキング勘定のエ
クイティ投資、 (ii) マッコーリーが大きな影響力を持つ、または共同管理している投資（関連会社や合弁事業への投資）および（iii）連結対象子会社を通じて所有する投資を含む。オフ
バランスシートの出資契約を除く。

© Macquarie Group Limited
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経験と知識を積み上げてきた道のり
Green Investment Bankの
買収（2017年）

地熱発電 （2017年）

洋上風力発電（2010年以降）

太陽光発電（2008年以降）

バイオマス（2005年以降）

埋立ガス／バイオガス（2005年以降）

水力（2005年以降）

陸上風力発電（2005年以降）

再生可能エネルギー（2005年以降）

エネルギーインフラ（2004年以降）

メーター（2003年以降）

電力（1997年以降）
1990年

2000年
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2002年

2004年

2006年

2008年

2010年

2012年

2014年

2016年

2018年

2020年

2022年

125

大手太陽光発電デベロッパーの
事業拡大を支援

機会

Vesper Energyは太陽光発電の開発・所有・
運営を行う北米企業で、3.5GWの太陽光発電
と2.5GWhのエネルギー貯蔵プロジェクトの
開発を全米で進めています。2015年に
Lendlease Energy Developmentとして創業
し、2020年にMagnetarに買収された際にブ
ランドを変更しました。

行動

マッコーリーは、Vesper Energyが相互接
続およびオフテイク契約に基づいて必要に
応じて信用状を発行できるように融資枠を
アレンジしました。この融資枠では、一定
の条件下で増額が可能なアコーディオン方
式が採用されました。

成果

この融資枠により、Vesper Energyは再生
可能エネルギー資産の開発を拡大しながら、
資金効率を最大化することができました。
Vesper Energyが既存のパイプラインを収
益化することで、将来のプロジェクトのた
めのキャパシティが確保される一方、マッ
コーリーのエクスポージャーは強固な担保
資産のポートフォリオによって担保される
という仕組みになっています。

別途記載がない限り、情報は2022年3月31日時点のものです。
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ポーランドにおける企業向け
電力販売契約事業の拡大

機会

ポーランドは、中東欧で最大級の年間消費量
を誇る電力市場を有する一方1、発電量に占
める再生可能エネルギーの割合が最も低い国
のひとつです2

政府は2030年3月までに消費エネルギーの
23%を再生可能エネルギーでまかなうことを
公約しており、ポーランドの企業も長期的な
エネルギー供給を目的とした再生可能エネル
ギー電力購入契約を締結することによりエネ
ルギー移行を目指しています。

行動

グリーン・インベストメント・グループ
（GIG）は、137MWの発電容量を持つポーラ
ンドの陸上風力発電所の電力販売契約
（PPA）を組成・アレンジしました。

1. 欧州電力市場に関するECの四半期報告書（2019年第2四半期）、図36。2. IHSMarkit, European Power Country-Level Balances and
Generation Capacity: Monthly, Quarterly, and Annual Historical Data、ポーランド。2019年8月 2日。3.
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/698766/EPRS_BRI (2021)698766_EN.pdf 。 別途記載がない限り、情報
は2022年3月31日時点のものです。
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成果

グローバルに事業を展開する大手食品会社
Danoneと10年のPPAを締結。Jozwin陸上風
力発電所から年間で約
44GWhの再生可能エネルギーを供給するこ
とにより、ポーランドにある同社生産工場7
拠点の電力を確保

世界的な照明メーカーであるSignifyと10年
のPPA契約を締結。同社の事業活動に対し、
Kisielice陸上風力発電所から再生可能エネル
ギーを供給することにより、同社のカーボン
ニュートラルの実現を支援

GIGが所有するScieki陸上風力発電所は、産
業用ガス会社であるAir Productsとバーチャ
ルPPAを締結
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洋上風力発電の新しい力となる

機会

国際エネルギー機関（IEA）によると、洋
上風力発電は世界の発電量の約0.5%を占
めていますが、各国政府が発電による排出
量の削減を目指していることから急激に増
加しています。
IEAの「2021年の再生可能エネルギー 2026までの分析と予測レポート」による
と、洋上風力の累積容量は2026年までに
現在の3倍以上の約120GWに達すると予測
されています。

行動

グリーン・インベストメント・グループは、
全世界の洋上風力発電のポートフォリオを
統合して独立の洋上風力発電専門会社を設
立し、増大する需要に対処する活動を世界
中で実施しています。
Corioは、プロジェクトの立ち上げから開
発、建設、運用に至るまで、資産のライフ
サイクル全般に関する業務を行っています。

成果

Corioは、15GW以上のパイプラインを持
つ世界最大級の洋上風力発電開発ポート
フォリオの一つを有しています。

Corioのプロジェクトは、浮体式および従
来の固定底式技術を用いることにより、先
進国市場および新興市場において、地域経
済をサポートしながら、持続性、信頼性、
安全性および責任のある形でコミュニティ
や企業のエネルギー需要を満たしています。

Corioは、パートナーと協力して、プロ
ジェクトの立ち上げから開発と建設を経て
操業に至るまで、世界トップクラスの洋上
風力発電プロジェクトを実現しています。

Corioのポートフォリオには、Outer
Dowsing Offshore Wind（イングランド）、
West of Orkney Windfarm（スコットラン
ド）、Formosa 3（台湾）、Sørlige
Nordsjø II（ノルウェー）、The Gray
Whale Portfolio（韓国）などが含まれて
います

Corio Generationはグリーン・インベストメント・グループのポートフォリオ企業であり、独立して事業を行っています。
別途記載がない限り、情報は2022年3月31日時点のものです。
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太陽光発電を活かし、
欧州におけるネットゼロ経済
への移行を支援

機会

コスト削減や脱炭素化など、明確な効果が
期待できる太陽光発電は、今世紀半ばまで
に欧州全体の発電量の60%以上を供給でき
る可能性を秘めています1
企業や大量エネルギー消費型の産業では、
電力購入契約（PPA）や現地での太陽光発
電を通じて、これまで以上にこのような恩
恵を享受しています。

行動

グリーン・インベストメント・グループは、
欧州の太陽光発電ポートフォリオを2021
年に統合するとともに、このような需要の
高まりに対応するため、欧州全域をカバー
する独立系太陽光発電開発専門会社として、
Cero Generationを設立しました。
Ceroは現地のパートナーと協力して、組
成から建設、資産管理までにわたる資産の
全ライフサイクルで補完的能力を提供しま
す。

1.SolarPower Europe
Corio Generationはグリーン・インベストメント・グループのポートフォリオ企業であり、独立して事業を行っています。追加データは
2022年3月31日現在。別途記載がない限り、情報は2022年3月31日時点のものです。
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成果

Ceroは、欧州で最も多くの太陽光発電開
発プロジェクトを抱える企業のひとつで
あり、150件のプロジェクトで合計9GW
以上の太陽光発電を計画しており、現在
稼働中の屋上設備合計で27MWの発電を
実現
創業以来、Ceroは

• 英国で70MWのプロジェクトに着工
（Tesco社との英国店舗ポートフォリ
オに関する複数年契約を含む

• スペインで100MWの太陽光発電プロ
ジェクトを開発
• サルデーニャ島で約6MWの太陽光発
電プロジェクトを完了
• ギリシャに新たな太陽光発電開発プ
ラットフォームを設立
• EDFと提携し、太陽光発電プロジェ
クトを通じてフランスのネットゼロ
移行を加速
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英国の次世代洋上風力発電を
実現

機会

2019年、英国の海底を所有しているThe
Crown Estateは、最新の洋上風力発電のため
の海底リースラウンドを開始しました。ラウ
ンド4では、イングランドとウェールズの近海
で、少なくとも7GWの発電容量を持つ新規洋
上風力発電プロジェクトの立ち上げに十分な
リースが実行され、世界有数の英国洋上風力
発電セクターのさらなる強化につながりまし
た。

行動

マッコーリーのグリーン・インベストメン
ト・グループ（GIG）は、提携先である
Totalと協力し、イースト・アングリア海岸
沖の深海地域に対する権利を取得すること
に成功しました。この地域からは、最大で
1.5GWの新規洋上風力発電が可能になりま
す。

成果

GIGは2021年初め、コンソーシアムパート
ナーのTotalと連携し、最大1.5GWの洋上
風力発電が可能な海底の入札に成功

生息環境規制評価（HRA）は現在実施中で
あり、2021年後半から2022年前半に完了
予定

HRAが問題なく終了した場合、コンソーシ
アムはリース契約（10年間の海底リース契
約）を締結し、洋上風力発電所を開発
ラウンド4では、GIGとTotalが世界中の洋
上風力発電プロジェクトにおいて築き上げ
てきた生産性の高い協力関係をさらに強化

別途記載がない限り、情報は2022年3月31日時点のものです。
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アジア太平洋地域における
太陽光電力への移行を加速化

機会

太陽エネルギーや風力エネルギーなどの陸上
再生可能エネルギーは、最も費用効率の高い
新電力のひとつであり1、アジア太平洋地域の
国々による脱炭素化の取り組みにおいて、重
要な役割を果たしています。

行動

グリーン・インベストメント・グループ
（GIG）は、アジア太平洋地域における太
陽光電力の需要拡大を受け、陸上風力発電、
太陽光発電および蓄電ソリューションを専
門とするアジアの再生可能エネルギー開発
プラットフォームBlueleaf Energy1を買収
しました。
Blueleaf Energyは、地域に根差した豊富な
専門知識と開発能力を駆使して、地域市場
の発展に貢献しています。

1. IRENA（2020）、『2019年版再生可能エネルギー発電コスト』（日本経済新聞出版社）
2. Blueleaf Energyによって供給される発電量には、旧社名Conergy Asia & Middle Eastによるものも含む。
3. https://www.irena.org/Statistics/View-Data-by-Topic/Capacity-and-Generation/Country-Rankings
Blueleaf Energyはグリーン・インベストメント・グループの投資先企業で、独立して運営されている。追加データは2022年3月31日現在
別途記載がない限り、情報は2022年3月31日時点のものです。
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成果

500MW超の太陽光発電容量2を、アジア太平
洋地域で開発・建設・運用
6GW以上の太陽光発電や陸上風力発電のプ
ロジェクトがアジア太平洋地域で進行中

台湾、日本、韓国、インド、フィリピン、ベ
トナム、マレーシア、および東南アジアのそ
の他市場に重点を置いて事業活動を展開

Blueleafは2021年、Vibrant Energyの株式の
過半数を取得し、設置済み能力で世界第5位
の規模を誇る3インド太陽光発電市場への初
参入を実現
Vibrantは現在、132MWの太陽光発電を運用
しており、インド全域で発電容量700MWを
超えるプロジェクトの立ち上げを検討中
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革新的なエネルギー・
ソリューションを提供

機会

米国全体で、炭素排出の影響の軽減を模索
する中で、民間組織、会社組織、地方公共
団体、関係機関の間では、クリーンで環境
にやさしく、耐性のあるエネルギーを利用
した業務遂行の需要が高まっています。

行動

Calibrantはこのような需要に応えるべく、
グリーン・インベストメント・グループ
（GIG）、Siemens Smart Infrastructure、
Siemens Financial Servicesによって設立
されました。3社ともにエネルギー技術に
おける業界有数の企業です。
Calibrant Energyは、総合的かつ管理の行
き届いたソリューションの設計と提供を通
して、顧客のエネルギー目標の実現を手助
けしています。

成果

技術および金融における専門性を活かし、
ニーズに応じた、コスト効率性や品質の高
いスマートエネルギーのソリューションを
前払コストなしで提供
エネルギーの節約と持続可能性のメリット
を提供することにより、企業や関係機関に
よる長期的なエネルギーの調達を手助け

太陽光発電、電池貯蔵、マイクログリッド、
熱電供給などの最新技術に対する顧客のア
クセスを提供
グリーンエネルギーを現場で創出すること
で、同時に炭素排出量を削減することがで
き、顧客の資産および事業の耐性向上に寄
与

別途記載がない限り、情報は2022年3月31日時点のものです。
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新興国におけるネットゼロ経済
への移行を支援

機会

サハラ以南のアフリカでは、6億人を超える
人々が電気のない生活を送っています。1
グリーン・インベストメント・グループ
（GIG）は、英国政府と共同でUK Climate
Investments（UKCI）2を設立し、民間資本を
動員して、発展途上国が信頼性の高い電力供
給を確保し、エネルギー移行を加速できるよ
う支援しています。

行動

国際気候投資資金より2億英ポンドを様々
なプロジェクトに投資するよう委任された
UKCIは、インドとアフリカにおいて、公共
事業規模の画期的な再生可能エネルギープ
ロジェクトの資金調達に尽力するとともに、
革新的なグリーンファイナンス市場の構築
を支援しています。

成果

国際投資家を対象としたインド初の非上場再
生可能エネルギー関連イールドコが31万5,000
世帯にクリーン電力を供給 インドのマハラ
シュトラ州にある約240エーカーの非耕作地に

20万枚を超える太陽光発電パネル
を設置し、8万トンの炭素排出を回避

アフリカ初の上場再生エネルギー・イール
ドコであるRevego Africa Energy、および
ケニアにおける手頃な価格のグリーン住宅
に対し、7,000万英ポンドのコーナース
トーン投資を実行。
985MWの発電容量を持つ南アフリカの陸
上風力発電は、UKCIが立案した革新的な
黒人経済力強化資金が助成

1. IEA（国際エネルギー機関）「The Covid-19 crisis is reversing progress on energy access in Africa（COVID-19危機がアフリカにおけ
るエネルギーアクセス発展の妨げに）」- iea.orgに掲載。
2. グリーン・インベストメント・グループ（GIG）と英国政府のビジネス・エネルギー・産業戦略省とのジョイントベンチャー（現在、
第三者投資には公開されていない）。追加データは2022年3月31日現在
別途記載がない限り、情報は2022年3月31日時点のものです。
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持続可能なエネルギーへの
投資を促進

機会

英国が気候変動と炭素排出量削減の目標を達
成するには、持続可能なエネルギーセクター
への投資が不可欠です。NatWest Groupは、
このセクターにとって最大手の融資行であり、
2018年以来、およそ100億英ポンドの融資支
援1を行っています。一方、自己資本規制の
強化により、新規融資の提供には限界が見え
始めています。

行動

さらなる融資を可能にするため、マッコー
リー・インフラストラクチャー・デット・
インベストメント・ソリューションズ
（MIDIS）は、NatWestと提携し、革新的
な長期資本管理ソリューションを構築しま
した。これにより、NatWestの融資残枠を
減らすことなく、持続可能エネルギーへの
さらなる投資のために、資本を再利用する
ことが可能になりました。

1. NatWest Group、2020年。2 グリーン・インベストメント・グループの分析、2020年。
3. Impact Deal of the Year, Capital Relief Trades Awards 2020, Structured Credit Investor
別途記載がない限り、情報は2022年3月31日時点のものです。
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成果

この結果、現地金融機関による英国初の
ESGシンセティック・セキュリタイゼー
ション取引を実現

11億英ポンドのポートフォリオは、陸上お
よび洋上の持続可能エネルギープロジェク
トに対する融資で構成されており、これら
のプロジェクト合計で、英国460万世帯相
当にクリーンエネルギーを供給することが
可能2

MIDISは、魅力的なリスク／リターン
特性を持つ債務ポートフォリオに対す
るエクスポージャーを確保
Impact Deal of the Yearを受賞3

将来の気候変動対策において、銀行が
より大きな役割を果たす上でのモデル
ケースとなり得る

134

マッコーリーの能力や実績については

macquarie.com/discoverをご覧ください。
Macquarie Bank Limited ABN 46 008 583 542 AFSLおよびAustralian Credit Licence 237502（MBL）を除き、上記のマッコーリーのグループ各社は1959年銀行法（Banking Act 1959 (Cth)）において認可
された預金受入機関ではありません。グループ各社における債務は、MBLの預金またはその他の債務に基づくものではありません。別途記載のない限り、MBLはグループ各社の債務に関して保証または確約
をしておりません。
本情報はマッコーリーグループの概要に過ぎません。お客様が記載されている情報に基づき行動する場合、ご自身の目的、財務状況および必要性において、その適切性を検討し助言を求めることをお勧めし
ます。上記の情報は、証券やその他の金融商品、与信商品もしくは融資商品の売買、もしくは投資活動への参加についての助言、広告、招待、確認、提案もしくは勧誘、あるいは銀行サービス、金融サービ
スについての提案ではありません。この資料に含まれる、もしくは述べられている商品やサービスがお客様にとって適切なものであるとは限らず、また、法域によっては入手不能なものもあります。すべて
の証券および金融商品または商品取引にはリスクが伴います。記載されている商品の過去のパフォーマンスは、今後のパフォーマンスを確約するわけではありません。
すべての数字は2022年3月31日現在の為替レートを使って換算されています。別途記載がない限り、すべての情報は2022年3月31日時点のものです。

マッコーリーグループ各社の設立および規制状態に関する重要な開示および情報についてはwww.macquarie.com/disclosuresをご覧ください。
© Macquarie Group Limited
© Macquarie Group Limited

135

