
Powering the 
business of certainty

全世界の非上場企業情報を
収録した、国際比較可能な
高性能データベース
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ビューロー・ヴァン・ダイクについて

Welcome to the business of certainty.

当社はビジネスにおける様々な意思決定のシーンで
ご活用いただけるデータベースソリューションを提
供しております。信頼のおける非上場企業情報を提
供するために、正確なデータの取得・分析に取り組
んでいます。当社のソリューションは、収集したデ
ータに付加価値を与え、貴社の事業において目に見
える効果をお届けします。非上場企業の情報や組織
構成に関する正確かつ標準化された情報を提供し、
情報に裏付けられた意思決定を、自信を持って迅速
に行っていただけるようサポートいたします。

単なる「データ」以上の情報の提供と、より高次元
の確実性をお約束します。
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各国の企業情報を網羅

世界中の非上場企業情報を収録した、
国際比較可能な高性能データべース

Orbisは、世界中の企業の検索・分析・
比較を可能とし、より良い意思決定と業
務効率化をサポートいたします。

広範な情報ソースから企業情報データを集計、分析
し、国際比較可能なフォーマットで付加価値を提供
します。

Orbisは下記の情報を提供します：

• 各国の企業情報
• 銀行や保険会社を含む上場・非上場企業データ
• ファイナンシャルストレングス（財務信用力）
スコア・予測財務データ

• 財務諸表が限定的な場合のスコア
• 関連ニュース、企業の独立性の検索
• 企業の詳細な出資関係およびベネフィシャルオー
ナー（実質的所有者）

• 提出書類の原本およびドキュメント注文サービス
• 企業関係者データ
• 世界のM&A ディールや報道レベルの情報
• 船舶データ
• ESG風評被害のリスク格付や指標
• 公開入札データ
• 社会的影響度の高い事業体(PIE: Public Interest 

Entity)

• 特許・知的財産
• ロイヤリティアグリーメント
• 公的要人(PEPs) および制裁対象 (Sanctions)
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世界中の企業を比較対照

当社のレポートは、申告情報や会計基準といった国
々による違いに対応した標準化フォーマットを採
用しており、世界中の企業情報の検索や比較が可能
です。通常最長10年分の履歴がご利用になれます
が、Orbis Historicalを追加いただくことで、さらに
長期間の履歴がご利用になれます。

最も豊富、かつ信頼できる 
非上場企業の情報にアクセス

申告関連の法的要件の相違により、非上場企業情報の
入手は困難ですが、Orbisが網羅する企業情報の99%
は非上場企業情報です。当社は非上場企業情報を入
手・分析し、可能な限り正確な情報をお届けできる
よう取り組んでいます。財務情報が限定的な場合で
も、Orbisは財務信用力スコアの提供が可能です。

160社以上の情報提供パートナーから 
収集した情報を活用

包括的、広範かつ詳細なデータをカバーするた
め、Orbisは世界160社以上の情報提供パートナー、
また数百を数える自社情報ソースからデータを収集
しています。お客様にとってより精査しやすく、よ
り豊富で、より強力な情報を提供するため、様々な
情報を幅広く慎重に収集・分析し、加工や付加価値
を与え、標準化を行います。

比較可能なデータでグローバルな検索が可能

Orbisの標準化されたフォーマットにより、同一条
件で、複数の地域や国に展開している企業情報の
検索が可能です。これにより実際の財務状況や成長
率、また推定値等の検索条件ができるようになりま
す。また、Orbisでは国際産業分類コードや各地域
の業種分類コードをマッピングしているため、単一
のコードを用いたグローバルな検索が可能です。

詳細な検索を設定

100を超える検索条件から選択、組み合わせること
により、非常に柔軟な検索を実行できます。

関連するM&A情報を参照し、全体像をさらに明確に

Orbisは、当社のデータベース『Zephyr』上のすべ
てのM&Aディールや報道レベルの情報にアクセスで
き、世界中のディールや合併に関する情報を他に類
を見ないカバレッジでお届けします。

資本関係や支配関係を素早く、徹底的に把握

Orbisでは企業の出資関係構造をより詳しく理解して
いただけるよう、以下の情報を含む総括的なリストを
提供します：

• 直接・間接出資の子会社・出資先および株主
• 企業の独立性
• 企業の最終所有者
• 同じ企業グループの兄弟会社

ベネフィシャルオーナー(実質的所有者)に関する情
報を併せることで、リスク選好度に基づいた任意の
出資比率を設定することが可能です。

当社の所有権データは、その範囲と精度に高い評価
を得ています。当社では情報提供パートナーや下記
のその他様々な情報ソースから得た情報を収集、付
加価値を与え、補完しています：

• 証券取引所などへ提出された報告書や財務諸表
• 年次報告書
• アンケート調査
• 電話調査
• 企業ウェブサイト
• ニュースワイヤー
• M&A情報

膨大な情報を保有し、
迅速な比較や検索が可能なソリューション
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ファイナンシャルストレングス（財務信用力) スコアの
活用

標準化された企業レポートと連動するよう設計され
た当社のOrbisの財務モデルを利用すると、企業の
ファイナンシャルストレングス（財務信用力) スコア
に関する透明性の高い独立した見解や予測指標の入
手ができます。これらファイナンシャルストレング
ス（財務信用力) スコアで、より迅速かつ精度の高い
企業評価を行うことが可能です。またそれらの情報
から、貴社独自のモデルでのベンチマークテストを
行うことができます。

さらにOrbisではモデル化された予測財務にアクセ
スして予測解析を実施することもできます。

定性スコアを利用し、財務信用力評価の精度を向上

財務情報が入手できない場合は、Orbisの定性スコ
アを使って財務信用力の評価能力を強化しましょ
う。定性スコアは以下を含む財務情報以外のデータ
に基づいています：

• 株主企業と子会社の規模と健全度
• 企業の経営陣と役員の人数
• 創業年数、従業員数、資本および法人形態とい
った会社沿革や組織構造

ユーザーエクスペリエンスの向上

当社の最新インタフェースにより、Orbisのデータ
を素早く、簡単に操作できるようになりました。複
雑な情報をシンプルな表示形式で提供いたします。

一部機能：

• 画面間のナビゲーション機能の向上、より簡略
化された画面、新しいナビゲーションバー

• 「Ownership explorer」、「ピボット分析」、
「ヒートマップ」等のデータ視覚化ツールで情報
分析をサポート

• 明確で印象的なビジュアルと読みやすいテキス
トで、各企業の概要を迅速に確認できる「会社
概要」フォーマット

様々な方法でOrbisを活用

Orbisのデータベースへの直接アクセスはもちろん企
業規模や地域別カバレッジなど特にご使用されたいカ
バレッジ別のバージョンから選んでご利用いただくこ
とも可能です。 

幅広いアプリやウェブサービス、アドインを使用
し、Orbisのデータや機能を貴社独自のシステムに
統合することも可能です。 

また、Orbisのデータを貴社の分析テンプレートに
反映し、社内データベースをさらに充実・リフレッ
シュし、貴社ワークフローにシームレスに組み込む
ことができます。

さらに、様々な契約オプションもご用意していま
す。年間契約や、ご利用頻度がそれほど高くない場
合などは、ビューロー・ヴァン・ダイクのクレジッ
トアカウントでご利用いただくことも可能です。

地域バージョン：
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Orbisで、情報をより明確に

連絡先情報と概要

以下のような最新かつ正確な企業情報が入手可能
です：

• 設立年月日
• 住所
• 電話番号

• Eメールアドレス
• URL

ユニークな企業コード

Orbisでは取引先などのMDM(マスターデータマネ
ジメント)プロジェクトに欠かせない、ユニークな企
業コードを収録しています。

• BvD (ビューロー・ヴァン・ダイク) ID 

• 各国ごとの公的な企業コード
• LEI（取引主体識別コード）など、その他の重要
なID番号

業界と事業活動

企業の業界や事業活動に関連した主要データを素早
く検索できます：

• 複数の地域分類や国際分類における、一次的・
二次的な産業コード

• 事業活動
• 製品やサービスの説明

国別情報とエコノミスト・インテリジェンス・ユニッ
ト(EIU)による国別プロファイルへのリンク

• 人口
• GDP

• 政治安定性や国際関係などのテーマを網羅する
エコノミスト・インテリジェンス・ユニット
(EIU)による国別動向予測

詳細な会社概要

以下を含む、数百万もの企業に関する情報：

• 沿革
• 事業活動

• 活動範囲
• 事業分野

貴社独自のデータセクション

独自の比率やデータフィールドを作成することで、
貴社のニーズに合致した情報整理を実現します。

財務情報

企業や銀行、また保険会社の財務情報が入手できま
す。書式は次の通りです：

• 貸借対照表   26項目
• 損益計算書   26項目
• 比率    33種

ファイナンシャルストレングス（財務信用力）

高い評価を受けている6社の独立した情報プロバイ
ダーから提供される評価モデルで、以下の情報を提
供します：

• 財務情報に基づく3600万件のスコア
• 国や業界を超えた比較対照を可能にする指標
• 状況変化をお知らせするアラート
• 分かりやすいダッシュボードに加え、根拠とな
る比率、履歴データや動向を含む詳細データ
シート

• 倒産確率など、企業の財務信用力とリスクを即
座に認識

• 定性スコア − 財務情報が入手できない場合に対
応。信用格付機関ModeFinanceにより提供され
る定性スコアは、当社データベース上の財務関
連以外の情報を利用し、次のものを含む変数に
より、企業の健全性や生存率を予測します：
 – 株主企業と子会社の規模および健全性
 – 経営陣と役員の人数
 – 創業年数、従業員数、資本および登記分類と
いった会社沿革や組織構造
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予測財務データ

企業や地域、業界の評価モデルに基づき、特定の企
業と取引をする場合のリスクとメリットを予測でき
ます。

買収合併（M&A）

OrbisはM&A、IPO、ベンチャーキャピタルなど
のディールデータ、および当社のM&Aデータベ
ースZephyrからの報道レベルの情報を提供しま
す。Zephyrの収録内容は以下の通りです：

• M＆A活動
• IPO

• ジョイントベンチャー
• プライベート・エク
イティ取引

金融機関向けAML文書

• AMLポリシー
• 定款
• 銀行免許
• 法人設立認可証
• 登記簿謄本
• 各国の規制機関ごとにまとめた規制対象の金融
機関の一覧

• 米国愛国者法認証

公的要人（PEPs）、制裁対象、その他ウォッチリス
ト

Orbisは、公的要人（PEPs）、制裁対象、その他ウ
ォッチリストと個人や企業、企業グループの関わり
を一括チェックでき、コンプライアンス関連のリス
ク軽減に貢献します。

船舶データ

特定の船舶が制裁対象リストに掲載されているかど
うかをOrbisから確認できます。

関係者情報と連絡先

Orbisは企業内や企業に関連する関係者の広範なデ
ータベースを提供します：

• 顧問
• 監査役
• 役員

• 取締役
• 幹部
• その他

検索結果には、前職と現職、およびその他の連絡先
との関連性が表示されます。

ニュース

Orbisのニュースサービスから最新企業関連ニュー
スを入手できます。このニュース機能は意思決定の
手助けとなるネガティブニュースも収録していま
す。15分毎に更新される当社のニュースサービス
は、下記のものを含む信頼性の高い情報ソースから
収集してます：

• EIU

• NewsEdge (Acquire Media)

• ロイター
• Zephyr

• Factiva

• Syndigate

ESG風評被害のリスクデータ

風評被害のリスク指数・格付を含む、企業の環境・
社会・ガバナンス（ESG）リスク指標を利用して、
潜在的ビジネスパートナーに関連するリスクを評価
できます。

業界調査

全文検索が可能なデータベースで、SWOT分析を含
む業界や企業の広範な専門調査にアクセスできます。

情報ソース（一部）は次の通りです：

• GlobalData

• MarketLine

• Moody’s
• Morningstar

社会的影響度の高い事業体 
(PIE: Public Interest Entity)

OrbisのPIE特定・フラグ機能を活用し、監査サービ
スに新たな機会を見出すことができます。

ピアグループ・レポート

Orbisは、対象企業とピアグループの比較が可能です。

プライベート エクイティ ポートフォリオ

プライベートエクイティ企業のポートフォリオを識
別できます。
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詳細な出資関係情報

ビューロー・ヴァン・ダイクの強みである包括的デ
ータセットには次の情報が含まれます：

• 株式保有・子会社情報
• 直接・間接出資
• 最終的所有者 − 国内・グローバル
• 独立性の指標
• 企業グループ − 対象企業と最終的所有者が同一の
全企業

• オーナーシップツリー
• ベネフィシャルオーナー(実質的所有者) − 追加購
入の専用モジュールで、リスク選好度や任意の
所有比率に応じて企業の実質的所有者を特定・
明解化できます

さらに、Orbisはこのデータを構造化することで、
以下を可能にしました：

• 所有権を「ボトムアップ方式」と「トップダウ
ン方式」双方から算出

• 出資比率の閾値を設定することで、所有権の定
義を編集

ロイヤリティアグリーメント

調査対象の企業が関係するライセンス契約やロイヤ
リティに関する情報。

オリジナル文書

下記を含む様々な資料がご利用いただけます：

• 現地で提出された書類の「スキャン画像」と登
録機関に提出された書類へのリンク

• 世界中の公式ビジネス書類、および現在Orbisに
登録されていない企業のレポートの発注機能

• 年次報告書のPDFファイル

特許・知的財産

企業情報と特許情報が紐づいたデータベースと、様
々なオプションを使用して、セグメントやグループ
ごとに特許を表示できます。

上場企業用の追加収録内容

Orbisは、上場企業に関しても広範な情報を提供し
ています。例えば：

• キャッシュフロー
• 詳細な企業概要と沿革
• 年次報告書、中間報告書、四半期報告書、およ
び企業社会的責任（CSR）報告書のフルカラース
キャン − これらの資料は多くの上場廃止企業の
ものも収録しています。

• より詳細な財務報告書や中間報告書
• 企業格付け
• セグメントデータ
• 下記を含む株価データ：

 – 証券・株価データ
 – 現在の株式情報
 – 年間の株式情報
 – 現在の株価
 – 1か月、1週間、毎日の株価動向

Orbis Historical

Orbisのレポートに含まれている10年以上の企業の
履歴を知りたい場合は、Orbis Historicalにお申し込
みになると、15～20年まで遡った履歴データにアク
セスできます。

現在の状況を反映させた企業の履歴情報を表示する
ため、次の通りにデータを取り扱っています：

• Orbis Historicalでは、現バージョンのOrbisと
同一のBvD IDを使用

• 現在のデータ形式との互換性を維持するために履
歴データを処理しています。そのため比率計算に
より変更となったデータは履歴データに複製され
ます
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独立データベースとして、
また目的別カタリストとしてなど、
様々な分野やプラットフォームで
ご利用いただけます

与信リスク管理

Orbisは企業の財務状況の確認と詳細分析を迅速に
行います。独自の財務信用力データと、比較可能で
詳細な財務報告書により、複数の国にまたがった与
信審査を可能にします。貴社リスクシステムへの統
合も可能です。

企業財務およびM&A

Orbisは各企業の詳細分析や、企業間の比較にご利
用いただけます。潜在的な対象企業を見出すため、
具体的な検索を実行することができます。

Orbisに直接統合された当社のM&Aデータベース
Zephyrにより、取引や風評情報を網羅することが
できます。

調達管理・サプライヤー リスク

標準化された財務データや比較可能なファイナンシ
ャルストレングス（財務信用力)スコアを使用し、
世界中のサプライヤーの財務健全性を確実に評価で
きます。さらに、当社の公的要人（PEPs）と制裁
対象(Sanctions)スクリーニングにより、風評被害
の可能性を最小化できます。

事業開発・戦略

Orbisを使用して、事業開発・戦略とCRM（顧客関係
管理）の向上に取り組めます。さらに、Orbisは新た
な機会を見出すためのプラニングツールとしても利用
できます。

マスターデータ管理

Orbisを使用して、より豊富でかつ最新の社内デー
タを構築することができます。Orbisのユニークな
識別コードと、カスタマイズ可能なデータマッチン
グ/重複排除/拡張機能により、貴社に散在するデー
タセット同士の関連付けを行い、データサイロから
一意の取引先情報ファイルを作成できます。

コンプライアンスおよびサードパーティーに対する 
デューデリジェンス

Orbisは、アンチマネーロンダリング(AML)や顧客
確認（Know Your Customer: KYC)に関する調査、
風評リスクマネジメント、顧客デューデリジェンス
（CDD）の向上にご活用いただけます。さらに、実
装ツールによりFATCAおよびCRSの事前審査プロセ
スを自動化・迅速化できます。

移転価格

Orbisでは企業データと移転価格分析機能を組み合
わせることで、プランニングから、ポリシーの作
成、リスク管理を実施できます。さらに、全体的な
移転価格分析プロセスに役立つコンプライアンスプ
ロセスの文書化にお役立ていただけます。

Orbisの検索・分析機能は移転価格ポリシーの調
整、税務監査対応、移転価格文書の準備などにおい
て、効果的に力を発揮します。

さらに、当社ではBEPSや国別(CbC)報告要件に役立
つ、完全な文書管理システムを提供しています。

アカデミックリサーチ

Orbisは調査ツール、また教育学習資料としてもご
利用いただけます。10年間の履歴機能は学術調査に
大いに役立つだけでなく、必要に応じさらに長期間
の履歴情報の提供をすることも可能です。

さらに、Orbisは様々な学術アクセスシステム、プ
ロトコル、購読サービスと互換性があります。

プロフェッショナルサービス

Orbisを使用することで、経営コンサルティングプ
ロジェクトやエグゼクティブサーチにおいて確実
性を高めることができます。Orbisは、貴社のプロ
フェッショナルサービスの営業ツールとして最適な
ソリューションです。
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正確で質の高い情報を提供

範囲とタイムライン

可能な限り最も広範でタイムリーな情報に確実にア
クセスしていただけるよう、当社では次の条件で情
報プロバイダーを選択しています：

• 提供情報の網羅範囲
• 企業ガバレッジの広範さ
• 最新の財務情報を持つ企業の割合

当社は情報プロバイダーとの強力な関係を維持する
とともに、貴社に最大限の価値のある情報を確実に
提供するため積極的に取り組んでいます。

品質と精度

当社ではOrbisが可能な限り最高品質の情報を提供で
きるよう特定の手順を踏んでいます。一例を紹介：

• 自動あるいはマニュアルチェックを組合せ、頻
繁に品質と精度のチェックを実施

• 一貫した品質レベルを確保するためすべてのデー
タセットを調査

• 不正確な情報が検知された際の情報プロバイダー
への即時通知

ユーザビリティーと関連性

当社では利用可能な情報のうち、最も包括的かつ効
果的で関連性の高い企業情報の提供に取り組んでい
ます。すなわち：

• 情報プロバイダーから提供される財務データや
付加的なニュース、財務信用力指標、株式情
報などを組合せ、多様な情報ソースからのデー
タを集計・関連付けすることにより、包括的で
独自性のあるレポートを提供しています

• 産業分類コード、会計基準、公的企業コードな
ど、公表されている公式の参照情報を統合します

• 企業検索を自国や他国の形式で実行できるよ
う、様々なアルファベットや文字に対応します

• 網羅されたデータの透明性を確保するために情
報ソースやデータポイントの算出方法を共有し
ます − 財務項目をクリックすると、計算式や
データの根拠、提出書類の原本に記載された該
当する値が表示されます

• 所有権の定義を変更したり、独自の所有率を設
定したりするなど、Orbis内のデータ定義をカス
タマイズする様々なオプションを提供します

Orbisは様々な情報ソースから
データを収集し、付加価値を与えた各国の

企業情報を収録しています
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公的機関や民間のリサーチ会社などから情報を収集

データに価値を付加

ユーザーインターフェース・データの視覚化・分析・統合

財務諸表や
財務比率を標準化

データ検証・品質管理複数の情報源を
一つのデータに集約

出資関係データ
の構築

ユニークな
企業コードを収録 役員・連絡先を紐づけ

独自のリサーチ
を追加

ベネフィシャル
オーナーの特定

M&A取引と
報道情報を統合

産業調査   |   ニュース   |   M&A   |   会社概要   |   決算報告書 

ロイヤリティアグリーメント   |   法人活動   |   産業分類コード   |   役員・連絡先 

船舶   |   オリジナル文書   |   格付け   |   PIEs   |   株主・子会社    

LEI   |   親会社   |   ESGリスク   |   知的財産   |   AML文書 

株価データ・利益予測   |   財務信用力   |   PEPs・制裁対象   |   公開入札

Custom 
delivery 
and APIs

Catalyst

データ収録型 
リスクマネジメント 
プラットフォーム

多くのパートナーシップ・ 
アライアンス

高性能インターフェース、
充実した収録内容、 
ユーザー主導な 
ガイドツール



12

提携情報プロバイダー

Correct as on June 2019.

12

Some of the providers we work with  
to create Orbis

R = 255
G = 193
B = 14

C = 0
M =  25
Y =  100
K =  0

Logotype Color Guidelines :

     

Correct as on June 2019.



13

明瞭でより深みのある幅広い内容のスプレッド
シートや分析テンプレートの作成が可能

データのエクスポートと統合

データは様々な形式でダウンロードでき、報告書や
プレゼンテーションにグラフを組み込むことができ
ます。

独自アラートの作成

柔軟性の高いアラートサービスをカスタマイズする
ことで、各企業の財務情報やM&Aの報道、ニュース
記事などの分野の変更点をモニタリングできます。

分析結果と強化されたデータ視覚化ツールを融合

Orbisでは、統計やピア分析など、企業を個別また
はグループで分析するツールを提供します。ピボッ
ト分析オプションを利用すると、指定したピボット
変数に基づき検索結果を分化することで、Microsoft 
Excelのピボットテーブルと同様の表示をすること
ができます。

独自のデータオプションを作成

Orbisが提供する数々の比率や財務情報に加え、カ
スタマイズしたオプションを作成することができま
す。また、ユーザー独自のフィールドにユーザー自
身の情報を登録することもできます。例えば、貴社
に対する取引先からの支払額など、カスタマイズし
た関連情報を企業レポートへ追加できます。

Orbisの財務信用力データや豊富で 
構造化された出資関係情報、および比較
可能で詳細な財務報告書は、詳細な分析
を可能にする最適なソリューションです。
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Orbisのデータを、貴社のシステム 
やワークフローに簡単かつ効果的に統合

アプリ

Orbisは数多くの主要ソフトウェアシステムと提携
しており、その数は常に増加中です。互換性のある
アプリの一部：

• MS Dynamics

• Salesforce

• Oracle

• SAP FSCM

また、Orbisは数多くのプロフェッショナルサービ
ス、CRM、プラクティス管理システムとも統合できます。

Webサービス

ビューロー・ヴァン・ダイクWebサービスキットを
使用して、貴社の既存システムにOrbisからのデー
タを導入できます。当社の専門カスタムチームが目
的別ソリューションを作成することもできます。

最新アドオン

強化されたOrbisの最新アドオンにより、Excelや
PowerPoint、その他のOf�ce製品でのダイナミック
解析を支援します。下記のものを含むOrbisのデー
タを、ExcelやPowerPointのテンプレートに挿入す
ることができます：

• データポイント
• 計算式

• グラフ
• テキストフィールド

採点方式や分析、プレゼンテーション方式を用い
て、瞬時にデータを表示することが可能です。
また、Excel内で企業検索を実行できます。さら
に、Orbisのデータが更新されると、貴社のテンプ
レートも自動的に更新されます。

貴社データをさらに豊富で最新の状態に

豊富な情報にアクセスし、貴社のレコードに直接追
記が可能です。Orbisを使用すると、CRMやサプラ
イヤー管理システム等、貴社のシステムにデータポ
イントを導入し、維持することができます。Orbis
のデータが更新されると、貴社のレコードも自動的
に更新されます。

企業の事業内容やその所有者、財務信用力といった
情報を含めることができます。また、財務情報は国
をまたいで一貫性を維持しています。

与信スコアリング・モデリング

Orbis上の財務データを使用して貴社独自の与信審
査を実施することで、既存の与信スコアでは実現不
可能であったレベルの透明性を確保できます。

Orbisは、与信リスク管理に関する最も豊富で信頼
性の高いデータを提供します。当社の財務情報とフ
ァイナンシャルストレングス（財務信用力) スコア
は、国際的な互換性があります。データは貴社の既
存の与信スコアシステムに統合することができるの
で、財務リスクの判断により効率的な方法を構築で
きます。

コンプライアンスおよびAML調査

コンプライアンスに欠かせないデータポイント
を、Orbisから貴社のオンボーディングシステムに
導入できます。さらに、既存のコンプライアンス関
連のプロセスにも統合可能です。

次のコンプライアンス関連情報はカスタマイズし
て、貴社独自のシステムに導入可能です：

• 公的要人（PEPs）および制裁対象に関するデータ
• ESGリスク格付・指標
• 下記を含むAML情報：

 – AMLポリシー
 – 定款
 – 銀行免許
 – 法人設立認可証
 – 登記簿謄本
 – 各国の規制機関ごとにまとめた規制対象の金
融機関の一覧

 – 米国愛国者法認証
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Catalysts

データ収録型リスクマネジメントプラットフォーム

グローバル与信管理マネジメントツール

グローバル調達管理ツール

コンプライアンスリスクチェック・モニタリングツール

規制チェックのための企業分類ツール

移転価格ベンチマーク分析ツール
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