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* 品揃え・拠点網など

オーストラリア・ニュージーランド銀行（ANZ）について

 ANZは187年の歴史があるオーストラリアの銀行
 ニュージーランドでは最大のマーケットシェア誇る
 アジアで最もプレゼンスが大きなオーストラリア系銀行*
 信用格付はAA-（S&P）
 時価総額はメガバンクレベル
 全豪オープンテニスの公式スポンサーを務める

【日本国内】
 ANZは日本マーケットに長年にわたりコミット
 日本拠点53年、東京支店37年、大阪支店32年
 日本で最もプレゼンスが大きなオーストラリア系銀行*
 豪ドル預金、NZドル預金を日本で提供して35年
 日本において個人業務を展開する数少ない外資系銀行の一行
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ANZ メルボルン本店



またアジアを成長分野と位置付け、現地銀行への出資、合弁会社の設立等を通じてオーストラリアの銀行として
アジア最大のプレゼンスを誇ります
ANZグループの沿革
1835年 Bank of Australasiaとして英国（ロンドン）で設立
1977年 本店所在地を英国からオーストラリア（メルボルン）に移転。名実ともに、オーストラリアの銀行となる
1984年～ インドGrindlays Bankを買収し、豪州及びNZ、太平洋地域で銀行を買収し、各地でネットワークを拡大
2000年 Grindlays Bank をStandard Chartered Bankに売却
2003年 National Bank of New Zealand 買収
2004年 カンボジアにてRoyal Groupと提携、合弁銀行を設立
2006年 中国にて天津銀行に20%出資
2007年 マレーシアのAMMB Holdings Berhad、中国上海農村銀行、ベトナムSaigon Securities、ラオスVientiane 

Commercial Bankへ出資
2008年 ベトナムにて現法設立認可取得
2009年 RBSのアジア6カ国の資産を買収することを発表。ANZ在日支店は40周年を迎える
2011年 インドにてムンバイ支店開設
2013年 Dow Jones Sustainability Indexの構成銘柄に選定、ミャンマーに駐在員事務所を開設
2015年 パリ支店を開設、タイで銀行認可を取得し現地法人を設立、ミャンマーにて支店を開設
2016年 シンガポール、中国、香港、台湾、インドネシアのリテール部門をDBSに売却
2017年 中国上海農村銀行の20%持分売却、ベトナムのリテール部門を新韓銀行へ売却
2020年 ニュージーランドのノンバンクUDC Financeを新生銀行に売却

ANZグループの格付（2022年3月末時点）・自己資本比率（2021年9月末時点）

Moody’s: 長期債格付 Aa3/  短期債格付 P-1 
S&P: 長期債格付 AA-/  短期債格付 A-1+

自己資本比率： 普通株式等Tier1: 国際基準ベース 18.3%、豪州基準ベース 12.3%

時価総額（2022年3月25日時点）：ANZ 7.1兆円、三菱UFJ FG 10.7兆円、三井住友FG 5.9兆円、みずほFG 4.2兆円

ANZは、AA-（S&P）の格付けを維持しているグローバルでも数少ない銀行の中の1行です

ANZグループの概要
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ANZは、オーストラリア4大銀行の一角を占め、ニュージーランドでは最大の金融機関です



※長期自国通貨建て発行体格付け 2022年3月時点 出所）Thomson Reuters

ANZグループの格付
ANZは、金融危機以前から継続して高格付けのAA-を維持し続けています
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本資料は過去のデータに基づき作成されており、作成時点での一見解を示すものでその一貫性、正確性等については何らこれを保証するものではありません。投資等のご利用に際して
は、ご自身の判断でお願い致します。また当行の許可なくこれを複製、転送、引用等することはご遠慮下さい。

S&P 格付け 主な国の格付け 主な金融機関の格付け

AAA オーストラリア、ニュージーランド
カナダ、ドイツ、オランダ、スイス、デンマーク、
スウェーデン、ノルウェー、シンガポール

AA+ 米国、フィンランド、香港

AA 英国、フランス、ベルギー、韓国、チェコ

AA- イスラエル ANZ
A+ 日本、中国、チリ BNPパリバ

A スペイン、アイスランド、マレーシア、
ポーランド

ゆうちょ銀行、ソシエテ・ジェネラル

A- サウジアラビア、タイ 三菱UFJFG、三井住友FG、みずほFG
JPモルガンチェース、UBSグループ、HSBCホールディングス

BBB+ フィリピン、ボツワナ、メキシコ、ペルー 野村ホールディングス、大和証券グループ本社
シティグループ、スタンダードチャータード、
クレディ・スイス・グループ、ドイツ銀行

BBB インドネシア、イタリア、ウルグアイ
ハンガリー、ポルトガル

バークレイズ、新生銀行

BBB- インド

以下、非投資適格

BB以下 南アフリカ(BB)、ギリシャ(BB)
トルコ(BB-)、ブラジル(BB-)、ロシア(CC)



大阪支店

東京支店

日本におけるANZ

ANZ在日支店の沿革
1969年 東京に駐在員事務所を開設
1985年 買収に伴いオーストラリア・ニュージーランド銀行東京支店となる
1987年 個人投資家向けに外貨預金の提供を開始
1990年 大阪支店を開設し、西日本での営業基盤を拡大
2002年 中央区八重洲より千代田区丸の内に東京支店移転
2007年 国内籍投資信託の取り扱い開始
2008年 仕組み預金の取り扱い開始
2013年 ANZの全額寄附により、南三陸町に「南三陸町オーストリア友好学習館

（愛称コアラ館）」が開館。町内で震災後、初めて再建された公共施設
第1号となる
2013ワールドベースボールクラシック親善試合（大阪）の豪州代表をスポンサー

2014年 他外資系銀行が個人部門から撤退傾向にある中、
外国籍投資信託の取り扱いを開始し、商品ラインナップの拡充を進める

2017年 日本で個人投資家向けに外貨預金を開始して30周年を迎える
名古屋出張所を東京支店に統合

2018年 ANZ証券株式会社を開業、2018年8月1日をもって第一種金融商品取引業を開始
投資信託新規販売業務を停止し、為替・オセアニアマーケットの専門性等強みを活かした顧客サービスに特化

 豪ドル・NZドルの市場動向、豪州・NZのマクロ経済分析では日本でトップレベル
 当行調査部門「ANZ Research」は、過去6年間にオーストラリア、ニュージーランド、アジアの主要な業界調査で

40個以上の受賞実績があり、上位3位内にランクインさています。
 毎週、「オーストラリアおよびニュージーランドの経済レポート」を配信（当行WEBサイトで閲覧可能）

ANZは、日本に進出以来50年以上の長期にわたり継続して日本市場にコミットしています
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ANZの専門性



ANZが提供できるサービス

【日本国内】
・東京支店（東京駅前丸の内ビル） ・大阪支店（大阪駅前ヒルトンプラザウエスト）
 外貨預金、為替相場条件付預金、円預金
 外貨の購入及び売却
 海外送金
 ANZオーストラリア及びANZニュージーランド口座の開設媒介業務
→ 現地支店、プライベートバンクの紹介

 オセアニアの情報・コネクティビティ

【オーストラリア・ニュージーランド国内】
＜オーストラリア＞ ・支店（約410拠点） ・プライベートバンク（4拠点）
 ４大銀行の一角としてフルバンキングサービス提供

＜ニュージーランド＞ ・支店（約100拠点） ・プライベートバンク（6拠点）
 ニュージーランドで最大規模の銀行としてフルバンキングサービス提供
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* ASX200 社、時価総額ベース、2022年3月28日時点
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ANZは、豪州大手4行の一行、豪州上場企業の上位6社*の一社として、
オーストラリア経済を支えています1

オーストラリアにおけるANZ

Source: The World Factbook, CIA, 2017

1. メルボルン（本店）

2. シドニー

3. ブリズベン

4. パース

5. アデレート

6. ゴールドコースト

7. キャンベラ

8. ダーウィン

9. アリススプリングス

10. ケアンズ

11. ホバート

ANZ Australia
686支店
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KEY COUNTRY STATISTICS

Major Industries 
in Australia:
• Tourism
• Agriculture
• Mining & 

Resources
• Infrastructure

1.235 trillion 
GDP (USD)

2.2%
GDP growth

23.23 million
Population

オーストラリアにおけるANZの強み
ANZは顧客との長期間に渡るリレーションシップを重視しています。ANZ
のバンカーは、お客さまより、リレーションシップにおいて6年連続で
No.1との評価を得ており、「リレーションシップマネジメント能力」、
「一番迅速にフォローアップで対応してくれる」との声を頂いています。
オーストラリアにおいて、ANZは、お客さまより、最も企業のシニアマネ
ジメントを支える銀行として評価されており、そのことに誇りを持ってい
ます。（ピーター･リー･アソシエイツ調査2021より）

オーストラリアにおけるサービス
ANZは、パーソナルバンキングをはじめ、中小企業向けバンキング、大手
企業・法人向けバンキングに至るまで幅広く金融サービスを提供していま
す。

オーストラリアとグローバルネットワーク
アジア・太平洋地域におけるネットワークの強みを活かし、シームレスな
クロスボーダーのトランザクションサービスを提供し、お客さまに価値あ
るソリューションを提供しています。お客さまのバリューチェーンを横断
する我々のリレーションシップを通じて、お客さまにインサイトとコネク
ションを提供し、お客さまの競争力を支えています。



1. 出張所 2. ドバイに支店を置く

ANZは、アジア地域に軸足を置きながら、全世界32ヶ国・地域に拠点網をかまえ、
先端的な金融サービスを提供しているグローバルな金融機関です

ANZグループのグローバルネットワーク

オセアニア地域 オーストラリア、ニュージーランド

アジア地域 日本、中国、香港、韓国、台湾、シンガポール、インドネシア、ベトナム、
タイ、ラオス、フィリピン、マレーシア、インド、ミャンマー

太平洋地域 フィジー、グアム、キリバス、パプアニューギニア、サモア、
ソロモン諸島、東ティモール、トンガ、バヌアツ、アメリカ領サモア、クック諸島

欧州・アメリカ、その他地域 米国、イギリス、ドイツ、フランス、UAE（アラブ首長国連邦）



ANZの社会貢献活動

ANZは、社会貢献活動を事業戦略やブランドを支える構成要素の1つであると考えています。
教育・雇用機会の創出、金融リテラシーの向上、持続可能な社会環境の整備、都市・地方間
の経済社会格差解消の各分野に焦点をあてており、各国・地域の地域性や市場環境を考慮し
て柔軟に取り組んでいます。

日本における活動

• 東日本大震災に対する取り組み：2011年3月、緊急・復興
支援を合わせて100万豪ドルの寄付を発表。被災地におけ
る中長期の復興を支援する一環として豪・NZ救援隊が支援
した宮城県南三陸町に対し、教育の場として活用頂けるよ
う生涯教育施設の建設・整備。
ANZの全額寄付で完成したこの建物は、復興初期段階の
2013年2月に開館し、南三陸町内で初めて仮設でない公共
施設の再建第1号となりました。オーストラリアと南三陸
町の絆の拠点になることを願い「南三陸町オーストラリア
友好学習館」（コアラ館）と呼ばれ
ています。

2019年10月15日には、南三陸町
より復興支援に対する感謝状と
南三陸杉の盾が贈呈されました。

• ボランティア活動：障害児施設支援、
チャリティーランへの参加など、
地域社会の一員として様々な社会
貢献活動に積極的に取り組んで
います。

ANZグループにおける活動

Source: S&P Dow Jones Indices 9

• ANZは社会的責任投資の世界的
な株式指標ダウジョーンズ・サステ
ナビリティ・インデックス（DJSI）の
構成銘柄として選出されています。

• 2020年11月には、DJSIにおいて
最もサステナブルな銀行の一行
（Top7）との評価を得ています。

• ダイバーシティーを重視しており、幹部管理職に占める女性の
割合はグループ全体で33.4%を達成（2020）

• ANZは存在意義として「Shape a World Where People & 
Communities Thrive」（お客さまとコミュニティーが栄え
る社会を作ることです）を設定し、それに基づいて、事業活動、
社会貢献活動を実施しています。

• 国連の持続可能な開発目標の
17目標の内、12をANZのESG
目標として取り組んでいます。



ANZ公認ツイッターアカウント

ANZは、ソーシャルメディアを通じた情報提供において、主導的な銀行になる
ことをグローバルで目指しています。

https://twitter.com/hideouenishi

＜ツイートの一例＞

• 上記のアドレスより、どなたでも閲覧可能です
（ツイッターのアカウントを取得する必要はありません）

• 主要イベント時には一日数件以上、迅速な情報提供を心掛
けています
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無登録格付に関するご説明

格付会社に対しては、市場の公正性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録制が導入されております。これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格
付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、金融商品取引法及び銀行法により、無登録格付である旨及び登録の意義等を顧客に告げなければならないこととされております。
登録の意義について
登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止・格付プロセスの公正性確保等の業務管理体制の整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格
付方針等の作成及び公表・説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求・立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録
格付業者は、これらの規制・監督を受けておりません。

格付け業者について

S&Pグローバル・レーティング
●格付会社グループの呼称等について
格付会社グループの呼称：S&Pグローバル・レーティング
グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号：S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社（金融庁長官（格付）第５号）

●信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について
S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社のホームページ（http://www.standardandpoors.co.jp）「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」

（http://www.standardandpoors.co.jp/unregistered）に掲載されております。
●信用格付の前提、意義及び限界について

S&Pグローバル・レーティングの信用格付は、発行体または特定の債務の将来の信用力に関する現時点における意見であり、発行体または特定の債務が債務不履行に陥る確率を示し
た指標ではなく、信用力を保証するものではありません。また、信用格付は、証券の購入、売却または保有を推奨するものでなく、債務の市場流動性や流通市場での価格を示すもので
もありません。信用格付は、業績や外部環境の変化、裏付け資産のパフォーマンスやカウンターパーティの信用力変化など、さまざまな要因により変動する可能性があります。S&Pグ
ローバル・レーティングは、信用しうると判断した情報源から提供された情報を利用して格付分析を行っており、格付意見に達することができるだけの十分な品質および量の情報が備
わっていると考えられる場合にのみ信用格付を付与します。しかしながら、S&Pグローバル・レーティングは、発行体やその他の第三者から提供された情報について、監査、デューデ
リジェンスまたは独自の検証を行っておらず、また、格付付与に利用した情報や、かかる情報の利用により得られた結果の正確性、完全性、適時性を保証するものではありません。さ
らに、信用格付によっては、利用可能なヒストリカルデータが限定的であることに起因する潜在的なリスクが存在する場合もあることに留意する必要があります。この情報は、2022年
3月時点で当行が信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当行が保証するものではありません。詳しくは上記S&Pグローバル・レーティング・
ジャパン株式会社のホームページをご覧ください。

ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク
●格付会社グループの呼称等について
格付会社グループの呼称：ムーディーズ・インベスターズ・サービス（以下「ムーディーズ」と称します）
グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号：ムーディーズ・ジャパン株式会社（金融庁長官（格付）第２号）

●信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について
ムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ（ムーディーズ日本語ホームページ（http://www.moodys.com/pages/default_ja.aspx）の「信用格付事業」をクリックした後

に表示されるページ）にある「無登録業者の格付の利用」欄の「無登録格付説明関連」に掲載されております。
●信用格付の前提、意義及び限界について
ムーディーズの信用格付は、事業体、与信契約、債務又は債務類似証券の将来の相対的信用リスクについての、現時点の意見です。ムーディーズは、信用リスクを、事業体が契約

上・財務上の義務を期日に履行できないリスク及びデフォルト事由が発生した場合に見込まれるあらゆる種類の財産的損失と定義しています。信用格付は、流動性リスク、市場リスク、
価格変動性及びその他のリスクについて言及するものではありません。また、信用格付は、投資又は財務に関する助言を構成するものではなく、特定の証券の購入、売却、又は保有を
推奨するものではありません。ムーディーズは、いかなる形式又は方法によっても、これらの格付若しくはその他の意見又は情報の正確性、適時性、完全性、商品性及び特定の目的へ
の適合性について、明示的、黙示的を問わず、いかなる保証も行っていません。ムーディーズは、信用格付に関する信用評価を、発行体から取得した情報、公表情報を基礎として行っ
ております。ムーディーズは、これらの情報が十分な品質を有し、またその情報源がムーディーズにとって信頼できると考えられるものであることを確保するため、全ての必要な措置
を講じています。しかし、ムーディーズは監査を行う者ではなく、格付の過程で受領した情報の正確性及び有効性について常に独自の検証を行うことはできません。この情報は、2022
年3月時点で当行が信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当行が保証するものではありません。詳しくは上記ムーディーズ・ジャパン株式会社
のホームページをご覧ください。

当資料のお取扱いにおけるご注意
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