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We’re Here to Help
S&P Global Market Intelligence's dedicated support teams are here to help you solve your toughest 
challenges and develop actionable solutions.

 ¬ 24/7 Global Client Support: Our Client Support Analysts had extensive training on the product 
suite, capital markets and industry-specific workflows. The team supports our global client base to 
troubleshoot and execute a wide range of complex, time-sensitive tasks.

 ¬ Modeling Application Specialist Team: This team of former investment bankers is highly skilled at 
converting Excel models to run on S&P Capital IQ platform formulas, providing training and guidance 
on how to build models, and have developed a library of core models included with the Excel Plug-in.

 ¬ Screening and Platform Application Specialist Team: This team provides expert guidance and 

training on the use of the Screening tool, builds complex screens on behalf of clients, and tailors the 
look and feel of the S&P Capital IQ platform to facilitate each client’s specific workflow needs.

 ¬ PresCenter Application Specialist Team: Our team of industry professionals offers a broad spectrum 
of services related to trialing and onboarding our PresCenter tool. This includes linking new or 
existing PowerPoint and Word presentations to Excel using PresCenter, setting up Quick Keys 
functions, customizing content libraries, and providing advanced training and consultation.
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All screenshots are partial and are for illustrative purposes only.
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S&P Capital IQ® プラットフォーム
S&P Global Market Intelligenceがお届けする S&P Capital IQプラットフォームは、

豊富な財務データや様々な分析機能、リサーチ機能などをシングル・ソースで提供

するサービスです。プラットフォームは完全ウェブ・ベースであり、世界中の企業

やマーケット、人物などに関する豊富な情報と、分析、アイデア作成、ワークフロー

管理を行える強力な機能が組み合わされています。

S&P Capital IQ プラットフォームを活用することで
業務の質と効率性の向上をサポート
•  企業や産業に関する詳細なリサーチ
•   企業や市場動向をモニター
•   プロフェッショナル間のつながり情報を活用
•   投資アイデアや買収先ターゲットの発掘
•  モデルやプレゼンテーションなどの資料を効率的に作成および管理

オフィスや外出先など、どこでもアクセス可能
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Monitor Companies and Markets
 ¬ Access streaming quotes, news and charts set to a coverage universe or watch list of choice with the 

Real-Time Workstation.

 ¬ View market snapshots for indices, mutual funds, futures, options, currencies and commodities. 

 ¬ Build targeted email alerts for news and transactions affecting a given industry or list of companies.

 ¬ Get quick overviews on companies that matter to you most, including events and transcripts, analyst 
estimates and updated financial performance.

 ¬ Detect short-, medium- and long-term credit deterioration for rated and unrated companies using 
our credit risk indicators.

 ¬ Use our portfolio management tools to quickly analyze your portfolio’s performance, characteristics 
and risk exposure.*

 ¬ Download our mobile app to take S&P Capital IQ with you for instant access to pricing, news, 
financials, research, transcripts, filings and more.

* S&P Global Market Intelligence offers several add-on portfolio management solutions designed to meet your investment strategy 
and workflow needs.

Identify and Leverage Key Relationships
 ¬ View detailed profiles on over 3.8 million private and public company executives, board members,  

and investment professionals globally.

 ¬ Map out an individual’s relationship network based on employment history, education and board 
memberships using our Relationship Tree.

 ¬ Overlay your own contact and relationship data to see your connections to an individual or company.

Real-Time Workstation
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View streaming market data and news seamlessly 
linked to detailed information on the platform

企業や産業に関する詳細なリサーチ
•   S&P Capital IQが提供する業界屈指の財務データ（17の業種固有項目を含む 5,000超の個別データ項目）
を活用し、企業の業績を分析することができます。弊社の財務データは非経常項目が調整されているため、
会計基準の異なる企業間の比較分析がより容易となり、また出所である報告書等までワンクリックで遡る
ことができるので確認作業も効率的に行えます。

•   株式や債券、資本構成、信用格付け、案件情報、プライベート・エクイティ・ファームのプロフィール、
株主情報、戦略的提携先などの豊富なデータカバレッジを活用することができます。

•   株式やミューチュアル・ファンド、債券、指数、コモディティ、通貨、金利など、全ての主要マーケット
にわたり価格データやマーケット情報にアクセスすることができます。

•   パワフルなスクリーニング・ツールを使い、企業や案件、債券などを指定した条件で抽出することによっ
て類似企業分析や類似案件分析などを瞬時に行うことができます。

•   クレジット・ヘルス・パネル機能を活用し、企業の信用リスクの評価や格付け・非格付け企業との比較分
析が可能です。

•   世界各地の主要投資銀行や証券会社、独立系調査会社などが提供する様々なアナリスト・リポートや独自
のリサーチ・リポートにアクセスすることができます。

•   S&P Capital IQのコンセンサス予想や個別アナリスト予想、業種特有予想などを組み合わせて活用する
ことで、アナリスト・センチメントを読み取ることができます。

S&P Capital IQの財務データ

リンクをクリックし、
ソースドキュメントま
で遡って財務データを
確認

お客様がお持ちの財務データをアップ
ロードすることで、S&P Capital IQプ
ラットフォームのツールや Excel®プ
ラグインと統合
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Perform Deep Company and Industry Research
 ¬ Analyze company performance with S&P Capital IQ's industry-leading financials with over 5,000 

individual data items, including industry-specific metrics on 17 industries. Our financials are adjusted 
for nonrecurring charges to enhance comparability and are auditable down to the source documents.

 ¬ Tap into deep fundamental data covering equities, fixed income, capital structure, credit ratings, 
transactions, private equity firm profiles, ownership, business relationships and more.

 ¬ View extensive pricing and market data across all major quoted markets including equities, mutual 
funds, fixed income, indices, commodities, currencies and interest rates.

 ¬ Create a comparable analysis instantly for companies, transactions and fixed income securities.

 ¬ Utilize our Credit Health Panel to assess how risky a company is and how it is performing relative  

to other rated and unrated companies.

 ¬ Access our extensive collection of broker and independent research reports from leading investment 
banks, high-quality regional brokers, boutiques and independents from around the world.

 ¬ Gauge analyst sentiment with S&P Capital IQ’s consensus and detailed estimates as well as 
industry-specific estimates.

S&P Capital IQ Financials

Upload your proprietary financials to 
integrate them with S&P Capital IQ 
platform tools and Excel® Plug-in 

Click-through to audit 
financials down to the 
source document
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企業や市場動向をモニター
•   リアルタイム・ワークステーションを活用することで、予め設定したカバレッジやウォッチ・リスト内の
銘柄に関するストリーミング配信の取引価格やニュース、チャート情報などにアクセスすることができま
す。

•   指数やミューチュアル・ファンド、先物、オプション、通貨、コモディティなどの市況を調べることがで
きます。

•   特定の業種や企業に影響を及ぼすニュースや案件に対して、eメール・アラートを設定できます。

•   イベントや決算議事録、アナリスト予想、業績予想修正など、要注目企業に関する情報の概要を即座に入
手できます。

•   様々な信用リスク指標を活用し、格付け・非格付け先企業に対する短期的・中期的・長期的な信用力の変
化を把握できます。

•   ポートフォリオ・マネジメント・ツールを用いて、ポートフォリオのパフォーマンスや特性、リスク・エ
クスポージャーを素早く分析することができます。*

•   S&P Capital IQのモバイル・アプリケーションをダウンロードすることで、株価などのマーケットデー
タやニュース、財務データ、リサーチ、決算発表や決算発表会、届け出書類などに即座にアクセスするこ
とができます。

人物情報の活用やリレーションシップの特定
•   380万人超に上る世界の未上場及び上場企業の経営幹部や取締役、投資プロフェッショナルに関する詳細
なプロファイルを見ることができます。

•   職歴や学歴、取締役会メンバーなどからリレーションシップ・ツリー機能を用いて、リレーションシップ・
ネットワークを確認できます。

•   お客様のコンタクト・データとリレーションシップ・データを重ね合わせることで、個人または企業との
つながりを調べられます。

* S&P Global Market Intelligenceはお客様の投資戦略やワークフローのニーズを満たすため、アドオンを活用したポートフォリオ・
マネジメント・ソリューションを提供しています。

リアルタイム・ワークステーション
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 ¬ Create a comparable analysis instantly for companies, transactions and fixed income securities.
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ストリーミング配信される市場データやニュースを見
ることができ、詳細な情報については、プラットフォー
ム上の情報にシームレスにアクセスする事ができます。
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Efficiently Build and Maintain Models and Presentations
 ¬ Build financial models and complete data analysis tasks faster with the S&P Capital IQ Excel Plug-in. 

Seamlessly integrated with the web-based platform, our Excel Plug-in allows you to import financial, 
market and company data along with comp sets, filings, saved screens and other information quickly 
and easily. Click-through to audit data items directly in Excel to view underlying calculations and link 
back to the source document.

 ¬ Streamline the model and presentation creation process with PresCenter, S&P Capital IQ’s productivity 
suite for Microsoft Office®. Quickly format Excel models with shortcut commands and seamlessly link 
Excel data to PowerPoint® to ensure data consistency and accuracy within presentations.

 ¬ Generate detailed reports for a company or list of companies using the Report Builder tool from 
within the platform. Specify the content and display order, add your company logo and disclaimer, 
and customize the style and layout of your report.

Excel Plug-in

PresCenter

Our dedicated 
Application 
Specialists are 
here to assist 
you with model 
conversion, 
onboarding, 
advanced training 
and consultation. 
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投資アイデアや買収先ターゲットの発掘
•   財務データやイベント情報などの定性要因（経営陣の交代、会社予想の変更、インサイダー取引）など
の様々な検索要件に基づいてスクリーニングを行うことができます。スクリーニング結果において変化
が生じた場合、eメール・アラートによりお知らせをすることも可能です。さらに、スクリーニング結果
を Excel®プラグインに出力し、詳細な分析を行うこともできます。

•   ファインド・バイヤー機能やターゲティング・ツールでは、投資基準、投資ステージ、案件履歴、財務デー
タなどに基づき、売却先候補や投資家候補を検索およびランク付けすることができます。

•   株式や債券に関する弊社独自のリサーチを提供し、お客様の投資戦略の強化をサポートします。これら
のリサーチは、S&P Global Market Intelligenceのクオンタメンタル・リサーチ・チームやグローバル・マー
ケット・インテリジェンス・グループが提供しています。

スクリーニング・ツール

項目を素早く検索し検
索要件（クライテリア）
に追加

フォーミュラ・ビルダー
で、スクリーニング項目
をカスタマイズ可能

5,000超の財務項目や 3,000 
超の定性項目を使いスクリー
ニング
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PresCenter

Generate Better Ideas and Targets
 ¬ Screen on a vast combination of financial, qualitative, and event-driven criteria such as management 

changes, corporate guidance changes, insider trading and more. Create custom email alerts to track 
changes in your screening universe or pull your results into our Excel® Plug-in for deeper analysis.

 ¬ Use the Find Buyers and Targeting tools to search and rank potential buyers and investors based on 
investment criteria, stages of interest, transaction history and financials.

 ¬ Enhance your investment strategy with proprietary research from S&P Global Market Intelligence's 
Quantamental Research Team and Global Markets Intelligence Group covering equities and fixed income.

Screening Tool

Quickly search data 
points to add criteria

Include even more 
screening items with the 
custom Formula Builder

More than 5,000 financial and 
3,000 qualitative data points 
available for screening
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エクセル・プラグイン機能を利用する事で、
モデルやプレゼンテーション資料などを効率的に作成
•   S&P Capital IQの Excelプラグインを活用することで、財務モデルの構築や、データ分析作業を迅速に
行うことができます。Excelプラグインはウェブ・ベースのプラットフォームとシームレスに統合されて
いるため、財務データやマーケット情報、企業に関するデータを、comp sets、届出書類、保存スクリー
ン条件などその他の情報とともに簡単にインポート可能です。また「クリック・スルー」機能を使えばデー
タ項目を Excel上で直接確認でき、使用されている関数や計算式を確認し、元データまで溯ることもで
きます。

•   S&P Capital IQのMicrosoft Office®用オフィス機能の一部である PresCenter機能を活用することで、
モデル作成やピッチブックなどのプレゼンテーション作成のプロセスを効率化できます。豊富なショー
トカットキーを使うことで、Excelモデルのフォーマット変更を素早く実行でき、Excelデータをシーム
レスに PowerPoint®へリンク付することでプレゼンテーションにおけるデータの一貫性や正確性の向上
をサポートします。

•   プラットフォーム上のリポート・ビルダー機能を活用することで、単一あるいは複数の企業に関する詳
細なリポートを作成することができます。コンテンツや表示順の指定や、お客様の企業ロゴやディスク
レーマーの追加など、リポートのスタイルやレイアウトをカスタマイズすることができます。

Excelプラグイン

弊社の高度なトレーニ
ングを受けた専任のア
プリケーション・プロ
フェッショナルが、モ
デルの作成や導入、ト
レーニングやコンサル
テーションなどお客様
を支援します。
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必要不可欠なデータや分析ツールを活用
社内データ収集専門チームは、資本市場で公表される様々な企業情報を、週 7日 24時間体制で迅速に収集、
処理、確認します。収集チームは、世界有数の投資銀行や金融機関での豊富な経験がある人員を中心に構
成されます。

コンテンツ

企業情報

S&P Capital IQの
財務データ
̶上場企業

上場及び未上場企業情報。コンタクト情報や競合会社、戦略的提携先、監査
法人、類似企業、コーポレート・ガバナンスなどの情報が含まれる。62,000
超の上場企業や 440万の未上場企業のデータが収録されている。

財務データは企業が提出した届出書類（プレスリリースやアニュアルリポー
ト等）から収録される。世界の時価総額の 99%を占める 45,000社をカバー
している。

825,000社の未上場企業（公的債務を有する 13,000社を含む）の財務諸表
が利用可能。全ての未上場企業の財務データは、上場企業のデータと比較が
可能なように標準化されている。

以下の 17業種の企業について詳細なグローバル・データを提供している：
航空、資産運用、銀行、ヘルスケア、住宅建築業者、ホテル及びゲーム、保
険、インターネット・メディア、マネージドケア、金属及び鉱業、石油及び
ガス、医薬品及び生命工学、REIT、レストラン、小売、半導体、通信・ケー
ブル・ワイヤレス。業種別に標準化された財務諸表テンプレートを用意して
おり、以下の 7業種で利用可能です：インダストリー（標準テンプレート）、
銀行、証券、金融サービス、保険、不動産、公益。

企業の資本構成における債務及び株式に関する詳細な情報。債務資本構成に
ついては、世界中の 82,000超の上場及び未上場企業をカバー、株式資本構
成については、113,000超の上場及び一部の未上場企業をカバーしている。

企業レベルのサマリーデータには、S&Pレーティングズ・サービシズ及びムー
ディーズの直近の格付け、主要なクレジット比率、資本構成、債務償還スケ
ジュール、CDSデータ、直近の債券発行情報などが含まれる。証券レベルの
詳細には、クーポン情報、優先劣後構造、償還特性、プライシング、アドバ
イザー、コベナンツ条項、重要書類（契約書、目論見書）などが含まれる。

個別業績予想は、19,000超の企業をカバーしており、670超の証券会社な
どが、EPSや売上高、EBITDAなど 40以上のデータ項目を提供している。
1999年（北米）と 1996年（北米以外）まで遡って履歴が見られる。20超
のコモディティ目標価格と 5,700超の株価指数の業績予想合算値も入手可
能。ソースドキュメントへのシームレスなリンクにより、長期成長率や目標
株価、アナリスト推奨平均を容易にチェックすることができる。

30,000超のプライベート・エクイティ／ベンチャー・キャピタル会社に関
するプロファイル。これには、投資プロフェッショナルやリミテッド・パー
トナー、投資基準、ファンド・データなどが含まれる。

380万人のプロフェッショナルに関するプロファイル。これには、略歴、連
絡先情報、学歴、報酬、所属、取締役会メンバーなどの情報が含まれる。

124種類の市場に影響を与える重要なニュース（31種類のイベント情報を
含む）では 20,000超のニュース・ソースを活用。重要なニュースには、会
社業績予想（新規／変更など）、業績発表、役員の変更、M&Aの発表 ***な
どが含まれる。

1,000超のデータ項目を収録。案件情報特有のデータ項目では、M&A案件、
株式及び債券発行、私募債、自己株買い、スピンオフ／スプリットオフに関
する詳細なデータをカバーしている。

49,000超の上場・未上場企業の直近在及び過去における株主データを、機
関投資家及びファンドレベルで提供。36,000超の機関投資家や 48,000の
ミューチュアル・ファンド、324,000のインサイダー・個人オーナーをカバー
する。

世界各国の主要経済指標を幅広くカバーしている。インフレ率や雇用データ、
GDP、国際収支、貿易、小売売上高、業種特有指標、通貨及び株価指数デー
タなどを網羅しており、過去データ及び予想データも提供している。

コモディティ市場や先物市場に関する情報。これには、400超の項目について、
1970年まで遡った詳細なデータが含まれる。

S&P Capital IQの
財務データ
̶未上場企業

業種特有データ

資本構成

債券

プライベート・エクイティ／
ベンチャー・キャピタル

S&P Capital IQ業績予想

人物情報

重要なニュース
及びイベント

案件情報

株主情報

コモディティ

マクロ経済データ
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コンテンツ

ツール及び分析機能

価 格 及 び 取 引 所
データ

ニュース

トランスクリプト

Excelプラグイン

PresCenter

Outlook®

プラグイン

スクリーニング及
びターゲティング

チャート機能

クレジット・
アナリティックス
****

リポート・
ビルダー

プロジェクト及び
ドキュメント・
マネジメント

リレーションシッ
プ・マネジメント

ウォッチ・リスト

リアルタイム・
ワークステーショ
ン ****

ポートフォリオ・
アナリティックス
****

アルファ・
ファクター・
ライブラリー ****

取引価格及びコーポレート・アクションに関連するデータ。世界 120ヵ国の 302取引
所からデータを収集している。

グローバルニュースは 10,700超の情報ソースを 25ヵ国語でカバー。

5.550社超の決算議事録などをカバーするトランスクリプト情報が入手可能。お客様
の注目度が高い企業のうち、65％超の企業の決算発表電話会議をライブストリーミン
グ配信。

Excelプラグインを活用することで、プラットフォーム上で利用可能なコンテンツに
Microsoft Excelにて直接アクセスすることが可能となり、独自のテンプレートやモデ
ルの作成が容易にできます。テンプレート・ライブラリーでは、140超の既存モデル
やリポート、チャートを提供しており、類似企業、類似案件及びクレジット comps、
M&A及び LBOなどのモデルを利用することが可能です。

Microsoft PowerPoint用 PresCenterを利用すると、効率的にモデルやプレゼンテー
ションの作成及びアップデートができます。Excel、PowerPoint、Word間のダイナミッ
クなリンクにより、ファイル全体にわたりデータの一貫性が確保されます。

投資家向けカンファレンスや決算発表の予定について、プラットフォーム上のイベン
ト・カレンダーと Outlookのカレンダーを同期化することが可能。また、プロジェク
ト管理のために、プラットフォーム活動ログとして、eメールを同期化・管理するこ
ともできます。

スクリーニングの検索要件として、豊富な財務データや定性データ項目を活用し、新
たなアイデア発掘やターゲット・リストの作成を行うことができます。

プラットフォームから収集したデータで素早くチャートを作成し、視覚的にトレンド
分析を行うことが可能。個別のチャートあるいはチャートをグループ化して保存する
ことができます。

クレジット・ヘルス・パネル機能を活用することで、格付け／非格付け企業の事業性、
流動性、支払い能力比率を基にした相対的信用力評価が可能です。定量的信用指標には、
S&P Capital IQ が独自に算出した倒産確率や CreditModel®スコア（推定格付け）が
含まれます。

単一または複数の企業について、プラットフォームから収集したコンテンツを活用し、
Word、PDF、Excelを用いたカスタム・リポートを作成することができます。

案件やその他のプロジェクトに関して、プラットフォーム上で直接プロジェクト・
チーム・メンバーと情報共有することができます。リポート、スクリーニング結果、
comps、チャート、その他ドキュメントを体系化することによって、アクティビティ
やタスク、マイルストーンのトラッキングができます。ドキュメント・マネジメント・
ツールは、プラットフォームで保存またはエクスポートされたリポート及びドキュメ
ントの中心的保存場所としての役割を担います。
お客様が持っているコンタクトに弊社の人物情報や企業情報を重ね合わせることで、
既存のリレーションシップをより効果的に体系化、把握、および活用することができ
ます。
企業リストを作成、保存しておくことで、スクリーニング、アラート機能、Excelプ
ラグイン、リアルタイム・ワークステーションなどのツールの中で活用することがで
きます。ウォッチ・リストを使用してダッシュボードをカスタマイズし、注目してい
る企業の関連情報をすぐチェックすることができます。
リアルタイム・ワークステーション経由で、ウォッチ・リストやポートフォリオに設
定したストリーミング配信の取引価格や、ニュース、チャートなどを見ることができ
ます。
日々の保有状況をアップロードすることで、ポートフォリオ・レベルの分析を行うこ
とができ、日中の寄与度やエクスポージャーなどを把握できます。また、現在のポジショ
ンに関するニュースや投資リサーチ、トランスクリプト、その他の時事情報を見るこ
とができます。

500超の銘柄選択シグナルや業種特有シグナルにアクセスし、投資アイディアのスク
リーニングや投資銘柄リストの作成を容易にします。これらのシグナルは影響力のあ
る学術論文や最新の専門家のノウハウ、S&P Global Market Intelligence独自のクオ
ンタメンタル・リサーチなどをもとに作成されています。

*ご契約内容によります。
**リアルタイムのリサーチへのアクセスは、リサーチ・プロバイダーからの承認が必要です。
***LCDとの別契約により、追加で 36の重要な変更箇所をご確認いただけます。
****S&P Capital IQ プラットフォームをご契約頂く事で、これらの機能の一部にアクセスすることができます。
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サポート体制
S&P Global Market Intelligenceの専任サポート・チームは、お客様が直面する問題を解決するため、実
用的なソリューションを提案します。
•   週 7日 24時間対応のグローバル・カスタマー・サポート：弊社の専任クライアント・サポート・アナ
リストは、全ての弊社サービスやマーケット、さらにはお客様特有のワークフローについて高度なトレー
ニングを受けています。当チームは、世界中のお客様の様々な込み入った課題を解決すべく、迅速なサポー
トを提供しています。また、平日 9：30-17：30では日本語による対応も行っております。

•   モデリング・アプリケーション・スペシャリスト・チーム：このモデリング・チームには、投資銀行で
働いた経験を持つメンバーが多数在籍しており、S&P Capital IQの計算式を組み込んだ Excelモデルの
作成を行っています。また、モデルの作成やトレーニングを実施し、Excelプラグインに含まれるコア
モデルのライブラリー作成なども行っています。

•   スクリーニング及びプラットフォームのアプリケーション・スペシャリスト・チーム：このチームは、
お客様に対してスクリーニング・ツールの使い方の説明やトレーニングを行い、お客様に代わって複雑
なスクリーニングを作成します。また、お客様各自のワークフローに合わせて、S&P Capital IQ プラッ
トフォームの画面構成のカスタマイズをお手伝いします。

•   PresCenterのアプリケーション・スペシャリスト・チーム：このチームには業界での経験を有するス
ペシャリストが在籍しており、PresCenterツールのトレーニングや新規導入に関連する様々なサービス
を提供しています。例えば、PresCenterでの PowerPointやWordの新規／既存プレゼンテーションと
Excelのリンク付け、ショートカットキー設定、コンテンツ・ライブラリーのカスタマイズ、高度なトレー
ニング実施やコンサルテーションなどを行います。

全てのスクリーンショットは説明目的のために使用しています。

S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンスは金融商品取引法に基づき登録された信用格付業者ではありません。

Copyright © 2017 by S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
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