マージェントオンラインは場所を選ばずにネットを通じて
世界の企業財務情報にアクセス可能です。

ACADEMIC
具体的なスクリーニング基準で条件検索機能を使用すると、直感
的な操作でドリルダウンすることができます。

各国の歴史、地理、人口統計、政府、経済、証券取引所の詳細な情報などを
提供するカントリープロファイル。

株価の価格履歴を調整前及び調整後で
表示し、時系列でダウンロード可能。

北米、中南米、
アジア・パシフィック、
ヨーロッパ諸国におけ
る主要産業について、その市場傾向や企業動向、産業の
今後の展望等を分析し、
リポート。また各産業における各
国の主要企業の比較データ等も掲載。

お問い合わせ先

米国上場企業で日々の業務に従事
する約200,000人の役員人事情報
では、過去の経歴から現在の所属す
る企業での実績まで詳細に日次更
新で収録。

ヒストリーセクションでは設立以
降の各企業の企業史を詳細に
収録。各種コーポレートアクショ
ン事項での検索やダウンロード
も可能。

マージェント・ジャパン株式会社
〒100-0004 東京都千代田区大手町1−5−1
大手町ファーストスクエアイーストタワー11階
E-mail: info@mergentjapan.com HP: www.mergentjapan.com

Your Global Business and Financial Information Connection to the World

信頼性、透明性、正確性の高い情報は
www.mergentonline.com へアクセス
Mergentは、1900年からの約１世紀以上にも及ぶ広範な企業情報に最新

のテクノロジーを駆使することで、
より早く信頼性・透明性・正確性の高い情

NYSE、AMEX、およびNASDAQ株式市場
に上場されている14,000社以上の株式公開
企業の詳細な財務データを提供。

すべてのマージェント製品の特徴は、各企業の設立以降の歴史、事業内容、

1996年以降に買収された企業、破産企業、
清算または合併により消滅した約12,000社
の企業の詳細な業務内容、社歴、財務データ
を提供。

報を利用者の方々へ提供しています。

保有資産、関係子会社、役員人事情報、長期債、発行株式に関する詳細情報

などを豊富に収録していることです。

Mergent Online
delivers easy online
access to one of the
most complete historical
financial databases ever
assembled.

Mergent Online を通じて包括的なビジネス情報を提供します。

マージェント・オンラインは、詳細な取扱説明書を事前に確認することなく、
直感的な操作で検索機能を使用できます。又、財務及び企業研究ニーズに
最適なリスク評価、分析レポート作成、信用情報及び推奨事項等の包括的

な情報を一つのプラットフォーム上で提供します。
Use Mergent Online to:
• 複数の会社の横断検索
• カスタムビューのレポート作成
• 同一プラットフォームでの比較
• 個別企業情報に加え経済統計データへアクセス

27,000社以上の米国以外の国の株式公開
している上場企業の詳細な財務データを提
供。Mergent Online のユーザーは、米国を
除く世界の市場時価総額の約95%以上を占
めるさまざまな企業の情報に迅速にアクセ
ス可能です。

U.S. Company Archives Data と同様に
International Company Archives Data
には、米国以外の国に関する、1996年以降
に買収された企業、破産企業、清算または合
併により消滅した約11,000社の企業の詳細
な財務情報が収録されております。

バリュエーション、収益性、成長性などを示
す85種類以上の企業分析チャート。
チャートはロ―データのエクセルダウンロー
ドが可能であり約40年間分収録。各チャー
トの読み方、活用方法、注目点、定義をテキ
スト及び動画で解説し学習可能。

北米9,500社及びグローバル37,000社の取
引先、供給業者、顧客、パートナー情報から
約16,000商品にわたる個別企業の取扱商品
に至るまで詳細に収録。M&Aシナリオ機能
では仮定買収企業、買収される企業を指定し
てのシュミレーション分析が可能。

42,000 社の企業と125の業界に関するリサ
ーチレポート。
トムソン・ロイター社のリサーチレポートは、
世界中の投資銀行や独立系リサーチ・ファー
ムのアナリストが執筆。スナップショットコレ
クションのレポートでは、業界で人気のエキ
スパートによる予測や意見を含む独自の洞
察を提供。日々のスナップショット・コレクシ
ョンは、400以上のアナリストのリサーチに
より構成。

米国のすべての上場企業の経営幹部に関す
る日次更新情報。経歴や報酬情報など、現在
と過去の経営幹部200,000名以上のプロフ
ィールを検索可能。

一次情報源から収集された日次更新される
米国、英、豪、加、独、仏、中国、日本の経済
統計の時系列データ。数百もの日次、週次、
月次、四半期にわたる主要経済時系列データ
を提供。

• 設立から現在に至るまでの企業活動を時系列で把握
• 異業種、同業種の役員報酬や経歴の比較
• 複合検索機能により多彩な条件でのスクリーニング
• アラート機能により特定の役員や企業の活動を把握
• 米国上場企業の役員情報の日次更新

世界的に認められているXBRL分類法に基づ
く標準形式で、企業の財務情報を提供すると
ともに、元文書に対する透明性も維持されて
おります。また、国際企業の25年以上にわた
る財務諸表も、申告されたそのままのデータ
で提供。

• ドラッグとドロップ機能により視覚的にダウンロードデザインを指定
• グローバル企業の収録、信用格付け、債券情報
• D&B カントリーリスクレポートで国別リスクの把握

北米で起債され流通する米ドル建て社債情
報。各種発行条件、Moody's、S&P、Fitchの
格付けデータを時系列収録。

• 未上場会社の企業財務情報
• リアルタイムニュース検索

N Y S E 、A M E X 、N A S D A Q 上 場 企 業 約
1,500社の主要な統計や指標をまとめた株
式レポートを収録。
またカナダも収録対象とした約1万社の毎週
末の終値も掲載した財務情報コンデンス版
も収録。

米国とカナダの50,000社以上の上場企業の
証券取引委員会提出レポートを検索可能。

個別企業の直接／間接的なすべての子会社
に関する情報を、各子会社における株式保有
率や、法人登記している国に関する情報も含
めて提供。

米国内約450,000社および国外の3,400万
社以上の非公開企業の記録が閲覧可能。

300,000社以上の世界の上場企業のアニュ
アル・レポート。アーカイブに保管されている
1996年以降のアニュアル・レポートを収録。

北米、アジア・パシフィック、ヨーロッパ、中
南米の主要産業に関する、国別、地域別の詳
細なセクター分析情報を提供。各レポートで
は、市場環境、各産業の基幹市場の動向につ
いて収録。

登録書類（フォーム13F）から収集されたデ
ータに基づく、取引のある米国の上場企業の
上位機関投資家株主と、各機関投資家のポ
ートフォリオの上位25名の保有株式に関す
る情報。インサイダー取引及び保有詳細に関
する情報も含まれます。

日々の株価情報（始値、高値、安値、終値を
含む）など、最大40年分の調整後および調
整前の株価データ。世界100以上の証券取引
所から収集した米国および米国以外の国の
企業の時価に関するデータも収録。

D＆Bカントリーレポートは、大学院学位の有
資格者による政治、経済、各専門分野のチー
ムによって編集されます。記述した分析に加
えて、各レポートは独自のカントリー・リスク
・インジケータを使用して、評価分析します。
報告書は短期的及び長期的な経済見通しと
共にグラフや表を加えて短時間で理解が可
能な内容に編集されております。

MERGENT ONLINE
New Release- June 2020

マージェントは、この度マージェント・オンラインにおいて「レポート・ビューワー」という新たな文献
検索ポータル機能をリリースいたしました。この文献検索ポータルは、マージェント・オンラインのデー
タベース内に保管されているすべてのレポートへのアクセスを可能にするワンストップのサービスになり
ます。「レポート・ビューワー」により文献検索プロセスにかかる時間を節約し容易に任意のレポートを
短時間で検索することが可能になります。マージェント・オンラインでは、現在、以下のレポートも利用
可能になっております。

Fundamental Report
企業の事業解説および分類データ、ならびに資本の財務的特性および比率。

LSE Company Report
ロンドン証券取引所上場株式に関するレポート。企業の事業解説および業種分類ベンチマーク
（ICB）に基づく分類データ、ならびに資本の財務的特性および比率。

ICB Industry/Supersector Reports
Russell 1000 indexの構成銘柄に基づいて所与の産業の特性を示しています。

ESG
FTSE RussellのESGレーティングおよびデータ・モデルを通じて、投資家は多次元のESG課題
に対する企業のエクスポージャーと管理状況を把握することが可能になります。

Mergent.com
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Fundamental Report

LSE Company Report

• パフォーマンス・チャートとRussell 1000種指数の比較

• パフォーマンス・チャートと所属業種指数および
FTSE 350種総合株価指数（FTSE 350）の比較

• 移動平均線と出来高を示した価格チャート

• 5年間のファンダメンタルズ・チャートおよびバリュエー
ション・チャート
• チャート解説

• 配当の過去データ
• 同業他社との比較

• 移動平均線と出来高を示した価格チャート

• 5年間のファンダメンタルズ・チャートおよびバ
リュエーション・チャート
• チャート解説

• 配当の過去データ
• 同業他社との比較

ICB Industry/Supersector Reports

ESG

• 10年間のパフォーマンス・チャートとラッセル1000均
等平均指数（Russell 1000 equally weighted）の比較

• 義務付けられたスチュワードシップ要件を遵守

• ICBに基づいた産業の解説およびサブセクターのリスト

• 重要な産業に関する比率および統計

• 複数のファンダメンタルズ指標に関する産業別バー・
チャートの比較

• ESGの側面に対するエクスポージャーの管理を支援
• ESGデータを証券・ポートフォリオ分析へ組み入れ
• ESGを意識した投資戦略を実行

• 産業別スキャッター・チャート

• 5年間のファンダメンタルズ・チャートおよびバリュエー
ション・チャート
• チャート解説

• 主要10構成銘柄の特性

• 全構成銘柄リストおよびパフォーマンス結果

Mergent.com
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Product Overview

ESG 格付け

Measuring Environmental, Social, and Governance risk and performance

Overview

Features

FTSE RussellのESGレーティングは、該当するピラーおよびテー
マのエクスポージャーおよびスコアに基づいて分類して行った全
体的なレーティングによって成り立っています。このピラーおよ
びテーマは、各企業独自の状況に適用された300を超える個々の
指標の評価に基づいて構築されています。

このレーティングには、オンラインのデータ・モデルを通じてア
クセスすることができ、TSE All-World Index、FTSE All-Share
IndexおよびRussell 1000® Indexの構成銘柄である、47の先進
国・新興国市場の5,000を超える証券が含まれています。

• ESGの側面に対するエクスポージャーの管理を支援
• 義務付けられたスチュワードシップ要件を遵守

• ESGデータを証券・ポートフォリオ分析へ組み入れ
• ESGを意識した投資戦略を実行

包括的

このレーティングには、オンラインのデータ・
モデルを通じてアクセスすることができ、およ
そ7,200の証券が含まれています。

柔軟性とカスタマイゼーション
ESGデータをさまざまな方法で評価・適
用するために、データ・モデルを通じ
て、複数のレベルにおけるESGデータを
容易に抽出することができます。
マテリアリティの強調

エクスポージャーに対する別の尺度を持つこと
で、ユーザーは所与の企業にとって最も重要な
ESG課題を特定することができます。

国連の持続可能な開発目標との連携
国連の持続可能な開発目標（SDG）との
連携を支援します。ESGの枠組みの下で
は、14のテーマにおいてSDGの17の目標
すべてが反映されています。
ルールの明確化とデータの重視

企業の評価・格付けを行う上でのルールを非常
に明確に定義することにより、主観性を最小化
します。ESGレーティングは、公表されている
データに基づいています。

強力なガバナンス

投資業界、企業、NGO、組合、学界内の専門
家によって構成される独立した外部委員会が監
視を行います。

Water
Security

ftserussell.com
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ESG Ratings and data model

Transparent and objective ESG Ratings

Water
Security

ESG 格付け: データ構造

ESGレーティングは、該当するピラーおよびテーマのエクスポージャーお
よびスコアに基づいて分類して行った全体的なレーティングによって成り
立っています。このピラーおよびテーマは、各企業独自の状況に適用され
た300を超える個々の指標の評価に基づいて構築されています。

ESG RATINGS
Measure of the overall quality of a
company’s management of ESG issues
Environmental
Score :
Measure of the
quality of a company’s
management of
Environmental issues

Exposure:
Measure of the
relevance of
Environmental
issues for a
company

Biodiversity
Climate Change
Pollution and Resources
Supply Chain
Water Security
Score :
Measure of the
quality of a company’s
management of issues
related to each Theme

Exposure:
Measure of the
relevance for a
company of each
Theme

Governance

Social
Score :
Measure of the
quality of a company’s
management of Social
issues

Exposure:
Measure of the
relevance of
Social issues for a
company

Customer Responsibility
Health and Safety
Human Rights and Community
Labor Standards
Supply Chain
Score :
Measure of the
quality of a company’s
management of issues
related to each Theme

1 Rating

Exposure:
Measure of the
relevance for a
company of each
Theme

Score :
Measure of the
quality of a company’s
management of
Governance issues

3 Pillars

Anti-corruption
Corporate Governance
Risk Management
Tax Transparency

Score :
Measure of the
quality of a company’s
management of issues
related to each Theme

Over 300 indicators in the model with each Theme containing 10 to 35 indicators
An average of 125 indicators are applied per company

Product overview

Exposure:
Measure of the
relevance of
Governance
issues for a
company

Exposure:
Measure of the
relevance for a
company of each
Theme

14 Themes

300+ Indicators
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ESG Ratings and data model

ESGレーティングの実践

アクティブ・ポートフォリオ管理、ベンチマークの構築、企業のエンゲー
ジメントなどのさまざまな方法において、ESGを投資に組み入れるための
基本構成要素としてESGレーティングを活用することができます。

Portfolio evaluation and manager due diligence
機関投資家は、アセット・マネージャーの選定お
よび評価を行う際に、マネージャーがESGの側面
をプロセスにどのように組み込んでいるかをます
ます評価するようになっています。ESGレーティ
ングは、アセット・マネージャーのポートフォリ
オの範囲、平均値、分散などをESG統合の点から
評価するのに役立ちます。

Risk Management
ESGレーティングによって、投資家は最も大きなESGエ
クスポージャーを持つ企業を特定することが可能になり
ます。また補足的な見方を示すために従来のリスク尺度
と並行して活用することもできます。

Custom benchmarks
多くの投資家は、自身のESG選好を反映するために特
別に構築されたベンチマークを望んでいます。ESG
レーティングは、カスタマイズされたインデックスを
創造するための包括的で柔軟性のあるツールを提供し
ます。またこのレーティングは、ファンダメンタルズ
やスマート・ベータなどのメソドロジーと並行して活
用することができます。

Product overview

Engagement and stewardship
スチュワードシップ責任の一環として、投資先企業
に対してESG慣行に関するエンゲージメントを行う
ファンド・マネージャーおよび年金基金の数が増加
しています。ESGレーティングは、エンゲージメン
トの対象となる企業を特定し、進捗状況を追跡して
いくための独立した客観的な尺度を提供します。

Research and analysis
さまざまなESGの側面では、リスクとリターンの関
係が異なってきます。ESGレーティングは、調査・
分析に使用可能な詳細かつ包括的なデータ・セット
を提供するため、ユーザーはESGデータを組み入れ
る方法または組み入れない方法に対する自身の見解
を確立することができます。

Active portfolio management
ESGレーティングは、投資ユニバースにおける
ESG適格基準を定義する手助けとして活用するこ
とができます。またプロプライエタリー・クオン
ツやファンダメンタル・モデルに適用することも
可能です。
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About Mergent
マージェントはデータサービスビジネス業界の中心的企業として100約年以上にわたり、マージェント社は
全世界の上場・未上場企業の幅広い企業・財務情報を提供しております。マージェントは企業や金融機関だ
けでなく、研究者や大学・公共図書館にとっても信頼できるパートナーとしてサービスを提供してきまし
た。現在弊社は、約1世紀にわたる経験をベースとしてさらに成長を続けています。データを知識に変え、
専門知識を最新テクノロジーと融合させることにより、お客様のために新たなグローバルデータサービス及
び分析ソリューションを創造しています。高度なデータ収集サービス、クラウド・ベースのアプリケーショ
ン、お手元のパソコンでの分析及び印刷が可能な商品により、マージェントとグループ会社は、トップダウ
ンの経済・人口情報から、株式及び債券の詳細なファンダメンタルズ分析まで、多様なソリューションを提
供致します。弊社のサービスには、定量的スマートベータ株式リサーチのような付加価値ツールと、ポート
フォリオの構築・測定ツールも組み込まれています。マージェントはロンドン証券取引所グループ（LSEG)
のメンバーです。マージェントのビジネスは、インデックスのグローバルリーダーであるFTSE Russellとと
もにLSEGの情報サービス部門を担っています。
©2020 London Stock Exchange Group plcおよび該当するグループ会社（「LSEグループ」）。 LSEグルー
プには、（1）FTSE International Limited（「FTSE」）、（2）Frank Russell Company（「Russell」）、
（3）FTSE Global Debt Capital Markets Inc.およびFTSE Global Debt Capital Markets Limited（まとめて
「FTSEカナダ」）、（4）MTSNext Limited（「MTSNext」）、（5）Mergent、Inc.（「Mergent」）、
（6）FTSE Fixed Income LLC（「FTSE FI」）、および（7）The Yield Book
Inc（「YB」）が含まれます。無断複写・転載を禁じます。
FTSERussell®は、FTSE、Russell、FTSEカナダ、MTSNext、マージェント、FTSE FI、YBの商号です。
「FTSE®」、
「Russell®」、「FTSERussell®」、「MTS®」、「FTSE4Good®」、「ICB®」、「Mergent®」、「The
YieldBook®」、および本書で使用されているその他すべての商標とサービスマーク（登録または未登録にかか
わらず）は、LSEグループの該当するメンバーまたはそれぞれのライセンサーが所有またはライセンスを取得
し、FTSE、Russell、MTSNext、FTSEカナダ、マージェントが所有またはライセンスを受けて使用する商標ま
たはサービスマークです。 FTSE FI、YB。 FTSE International Limitedは、金融行動監視機構からベンチマー
ク・アドミニストレーターとしての認可を受け、その規制下にあります。
すべての情報およびデータは、LSE Groupが正確かつ信頼性があると考える情報源から取得したものです。し
かし、当該情報およびデータは、いかなる種類の保証もなく「現状有姿」で提供されています。LSE Groupの
メンバーおよびその各々の取締役、役員、社員、パートナーまたはライセンサーは、本レポートの使用によっ
て得られるいかなる情報もしくは結果に関する正確性、適時性、完全性および商品性、または本レポートが何
らかの特定目的のために使用される可能性がある場合のその適合性もしくは適切性に関して、明示または黙示
を問わず、いかなる主張、予測、保証または表明も行いません。
FTSERussellインデックスまたはデータの使用、またはFTSERussellインデックスまたはデータの特定の目的へ
の適合性または適合性から得られるもの、FTSE Russellインデックスまたはデータを介してアクセス可能な履
歴データの表現は、情報提供のみを目的としており、将来の業績に関する信頼性のある指標とはなり得ませ
ん。LSEグループのメンバー、またはそれぞれの取締役、役員、従業員、パートナー、ライセンサーは、（a）
あらゆるエラー（過失またはそれ以外を含む）、またデータの調達、収集、コンパイル、解釈、分析、編集、
転写、送信、通信、または配信に関連するその他の状況、または本書または本書へのリンクの使用に起因する
全部または一部のあらゆる損失及び損害、または（b） LSEグループのメンバーが、そのような情報を使用また
は使用できないことに起因する損害の可能性について事前に通知されている場合に生じる直接損害、間接損
害、特別損害、必然的または偶発的な損害について一切の責任または義務を負担いたしません。
LSEグループのメンバー、それぞれの取締役、役員、従業員、パートナー、ライセンサーはいずれも投資アドバ
イスを提供いたしません。また、FTSERussellのインデックスやデータ（統計データや業界レポートなど）を含
む本書からアクセスできる一切の情報は、財務または投資アドバイスや金融プロモーションを構成するもので
はありません。本情報のいかなる部分も、LSEグループに該当するメンバーの書面による事前の承諾なしに、電
子的、機械的、写真複写、録音、またはその他の方法で、複製、検索システムに保存、または送信することは
できません。LSEグループデータの使用と配布には、FTSE、Russell、FTSEカナダ、MTSNext、マージェン
ト、FTSE FI、YB、および / またはそれぞれのライセンサーからのライセンスが必要になります。
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