GIC’s investment in Japan Renewable Energy Corporation
Singapore and Tokyo, 20 October 2017 - GIC Private Limited (“GIC”), Singapore’s
sovereign wealth fund, and Japan Renewable Energy Corporation (“JRE”; headquartered in
Minato Ward, Tokyo; Kazuhiro Takeuchi, CEO) today announced the entry of an affiliate of
GIC, as a corporate partner in GS Renewable Holdings GK, the parent company of JRE. This
is GIC’s first investment in Japan’s infrastructure and renewable energy sector.
JRE, founded in August 2012, develops, constructs and operates renewable energy power
plants. These include solar, wind and biomass energy power plants located across Japan.
JRE currently operates 34 power plants with a total capacity of approximately 210MW, with
approximately 170MW of new plants under construction.
Kazuhiro Takeuchi, CEO of JRE, commented: “We sincerely welcome GIC, which is a worldrenowned sovereign wealth fund. We see GIC’s investment as testament to the potential of
Japanese renewable energy market and JRE’s growth strategy. We will take this opportunity
to accelerate expansion of our business and to become the industry leader.”
Ang Eng Seng, CIO of Infrastructure at GIC, commented: “We are very pleased to become
an investor in JRE, a platform with an experienced management team that has established
the company as a leading diversified Independent Power Producer in Japan’s renewable
energy sector. We look forward to supporting the company’s growth plan alongside our
partner Goldman Sachs to generate stable and sustainable returns.”
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Capital

¥27.6 billion (including capital reserves, etc.)

Description

Feasibility study, planning, design, construction and operation and

of business

maintenance of renewable energy power plants (wind, solar, biomass, and
other natural energy-based power generation) and sales of electricity

Shareholders

GS Renewable Holdings GK

http://www.jre.co.jp
About GIC
GIC is a leading global investment firm with well over US$100 billion in assets under
management. Established in 1981 to secure the financial future of Singapore, the firm
manages Singapore’s foreign reserves. With its disciplined long-term value approach, GIC
is uniquely positioned to invest in both the public and private markets, including equities,
fixed income, real estate, private equity and infrastructure. In infrastructure, GIC’s primary
strategy is to invest directly in operating assets with a high degree of cash flow visibility and
which provide a hedge against inflation. GIC has a strong track record of infrastructure
investments globally, with over 6,000MW of direct investments in renewable energy assets.
GIC employs over 1,400 people across offices in Singapore, Beijing, London, Mumbai, New
York, San Francisco, Sao Paulo, Seoul, Shanghai and Tokyo. For more information, please
visit www.gic.com.sg.
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2017 年 10 月 20 日
シンガポール政府投資公社

ジャパン・リニューアブル・エナジー株式会社に資本参加

シンガポール、東京 - シンガポールのソブリン・ウエルス・ファンドであるシンガポール
政府投資公社（GIC Private Limited、以下「GIC」
）とジャパン・リニューアブル・エナジー
株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：竹内一弘、以下「JRE」
）は、GIC の関連
会社が、JRE の親会社であるジーエス・リニューアブル・ホールディングス合同会社（以下
「GSRH」
）に資本参加したことを、本日付でお知らせいたします。本件は、GIC による日
本のインフラ・再生可能エネルギーセクターにおける第 1 号投資案件です。
2012 年 8 月に設立された JRE は、太陽光、風力及びバイオマスの発電所を中心に、日本各
地で再生可能エネルギー発電所の開発、建設及び運営を行っております。JRE は、現在、34
発電所（総出力：約 210MW）の運営を行っており、また、約 170MW の新規発電所建設に
取り組んでいます。
JRE の社長である竹内一弘は、
「世界的に屈指のソブリン・ウエルス・ファンドである GIC
の資本参加を心から歓迎したいと思います。今回の資本参加は GIC が日本の再生可能エネ
ルギー市場の将来性とその中での JRE の成長戦略を認めた結果であり、JRE としてはこれ
を契機に事業拡大のスピードを一段と加速させ、この分野におけるリーディングカンパニ
ーを目指していきたいと考えています」と述べています。
GIC のインフラ投資部門の最高投資責任者であるアン・エン・センは、「日本の再生可能エ
ネルギー分野において、JRE のような経験豊富な経営陣を擁し、多様な電源を有する発電
事業者に出資できて大変嬉しく思います。本件共同出資者であるゴールドマン・サックスと
ともに、持続的かつ安定的なリターンをもたらすよう、JRE の成長戦略を支援してまいり
ます」と述べています。

以上

JRE 概要
本社

東京都港区六本木 6-2-31 六本木ヒルズノースタワー10 階

取締役

代表取締役 竹内一弘
代表取締役 中川隆久
取締役

安茂

取締役

アンクル・サフ

取締役

松本勇二

取締役

ニコル・ゴー・ファイク・キム

設立

2012 年 8 月

資本金

276 億円（資本準備金等を含む）

事業内容

再生可能エネルギーによる発電プラント（風力発電、太陽光発電、バイオマ
ス発電他）に関する事前調査、開発、建設、運転、保守点検及び売電事業

株主

ジーエス・リニューアブル・ホールディングス合同会社

http://www.jre.co.jp/

GIC について
GIC は 1981 年創立の世界屈指の投資会社であり、現在 1,000 億米ドルを超す資産を運用し
ています。シンガポールの将来の財源を確保することを目的に、外貨準備金を運用しており、
長期的バリューフォーカスに基づき、株式、債券、不動産、プライベート・エクイティ及び
インフラ投資を行っています。インフラ投資では、確実で高いキャッシュフローが見込まれ、
且つインフレに対するヘッジ効果のある事業資産に対して、直接投資を行う方針をとって
います。再生可能エネルギーの分野についても、世界で 6,000MW を超える投資実績がござ
います。また、シンガポール、北京、ロンドン、ムンバイ、ニューヨーク、サンフランシス
コ、サンパウロ、ソウル、上海及び東京の拠点において、併せて 1,400 人を超える人員を擁
しています。詳しい情報については、www.gic.com.sg をご覧下さい。
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