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エンタープライズ・ 
ソリューション 

リサーチ・ 
アナリティクス 

• リファレンス、格付け1及び債券デ
ータセット 

• バリュエーション2 

• グローバル及び北米に関するファ
ンダメンタルズ・データ 

• CUSIP®グローバル・サービス 

• Compustat 

• GICS® 

• リサーチ3 

– 株式 

– ファンド 

– ETF 

• グローバル・マーケット・インテリジェ
ンス3  

• レバレッジド・コメンタリー＆データ
(LCD) 

事
業
の
分
離

 

• 社債及び国債格付け 

• ストラクチャード・ファイナンス 

• クオリティ 

• 格付け業務 

スタンダード＆プアーズ・ 
レーティングズ・ 

サービス（格付け部門） 
S&P Capital IQ 

• プラットフォーム 

– Capital IQ® 

– Global Credit Portal® 

• リスク・ソリューション 

•  MarketScope®Advisor 

 

デスクトップ・ 
ソリューション 

S&P Dow Jones 
インデックス 

ベンチマーク・ 
ソリューション 

各種指数： 

• 株式 

• 債券 

• 不動産 

• コモディティ 

• 新興市場及び 
フロンティア市場 

• 戦略/テーマ別  

• カスタム 

マグロウヒル・カンパニーズ 

1.スタンダード＆プアーズ・レーティングズ・サービシズが提供する。スタンダード＆プアーズ・レーティングズ・サービシズは、分析及び編集においてマグロウヒルにおける他の部門から独立している。 

2.S&P Capital IQの一部門で米証券取引委員会（SEC）登録の投資顧問会社であるスタンダード＆プアーズ・セキュリティーズ・エバリュエーションズ・インク（SPSE）が提供する。SPSEの投資助言サービスには、
債券の評価及びモデル・バリュエーションや、OTCデリバティブの評価、独自のリスク・トゥ・プライス・スコアリング手法を使用した特定の欧米債券の分析を提供しています。SPSEが提供する商品およびサー
ビスは、一部の国または法域において利用できない場合があります。 

3. S&P Capital IQの調査レポートは、米国ではS&P Capital IQの一部門で米証券取引委員会（SEC）登録の投資顧問会社であるスタンダード＆プアーズ・インベストメント・アドバイザリー・サービシーズLLC
（SPIAS）が作成する。英国ではFSA認可のスタンダード＆プアーズLLCロンドン支店が作成する。その他一部の国または法域において登録あるいは認可された関連会社が作成する。SPIASは、米国において
非一任の投資助言も提供する。  

S&P Capital IQの位置付け 

S&P Capital IQは、マグロウヒル・カンパニーズの情報サービス部門です 

信用格付け＆ 
リサーチ 
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ウェブ・ 

プラットフォームE 

Excel 

プラグイン機能 

Capital IQ ウェブプラットフォーム・Excelプラグイン機能 

Capital IQ ウェブ・プラットフォームと Excelプラグイン機能を連動させて、効率的に情報の収集、分析、レポート作成が行
えます 
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財務 

データ 

企業数： 上場企業 （4万5千社以上） 
      非上場企業       （約60万社） 
期間：北米・日本、最長1976年～、その他の国、最長1980年～ 
- 時価総額ベースでグローバル株式市場の99％以上をカバー 
- 計2,600項目以上の詳細財務データ 
- 異なる会計基準を持つ企業間の比較を容易にするために、 
  社内データアナリストが財務諸表や注釈を分析しデータを標準化 
-  各財務項目の内訳の表示や、データソースの報告書へリンク 

企業 

データ 

企業数： 上場企業 （4万5千社以上） 
        非上場企業      （421万社以上） 
-  事業概要、業種分類、本社所在地、製品 
- 競合他社、 顧客、サプライヤー、戦略的提携先、子会社 

株主 

データ 

企業数：上場企業・非上場企業 （4万7千社） 
- アニュアルレポート、投資信託運用報告書、SEC提出報告書、 
  大量保有報告書などのソースから実質株主情報を収集 

予想 

データ 

ニュース 

イベント 

データ 

件数： 案件関連  （160万件） 配当関連 （280万件） 
     顧客・製品 （160万件） 破産（８万件） 
     会社予想・組織関連 （110万件） 
- 市場に影響を与える重要なニュース・イベント情報を140種類以上のタ

イプに分け、８つのカテゴリーで収集 

報告書 

議事録 

件数：  上場・非上場企業 （240万件以上） 
- 有報・短信、四半期・半期・年次報告書、SEC提出報告書,運用報告書、

大量保有報告書、目論見書、その他 
- 企業決算説明会の議事録、資料 

案件 

データ 

企業数   ： 上場・上場廃止企業 （1万8千社以上） 
提供会社： 証券会社・独立系調査会社 （670社以上） 
- 各証券会社のアナリスト予想のコンセンサスを提供 
- 最大50項目 
- 企業の自社予想（ガイダンス）も収録 

人数： プロフェッショナル・役員 （390万人以上）   
- 経歴、役員報酬、その他 

人物 

データ 

件数：  M&A 、スピンオフ （45万件） 私募・公募 （47万件） 
      破産 （2万２千件） 自社株買い （4万2千件）                    
- 各案件の概要、マルチプル、Buyer/Seller/Targetの詳細 
- 関連報告書・ニュースへのリンク 

グローバルの上場企業・非上場企業、プライベートエクイティファームのデータを収録 
 

収録ファーム数：          ２万8千社 
収録ＰＥポートフォリオ企業数： 42万社 
収録プロフェッショナル数：    200万人以上 
- 各ファーム及び投資先企業の詳細情報 
- 公開情報とＰＥファームへの直接アンケートによるデータ収集 

ＰＥ  

ファーム 

データ 

企業データ 

収録データ一覧 （アカデミック・パッケージ） 

のデータは全てアカデミック・デスクトップ・パッケージに含まれます。 
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市場データ・マクロ経済データ 

収録データ一覧 2/2 （市場・マクロ経済データ・東洋経済データ） 
 
  
 

資金・外国為替 

データ 

コモディティ 

データ 

企業数・証券数： 1,800社・1万7千証券 
期間：        2004年～ 
- CDS （クレジット・デフォルト・スワップ）、データソースはCMA  
- CDS 指数： Ｉｔｒａｘｘ、CDX 

項目数： 400項目以上 （標準パッケージは20項目）                        
- 先物・予想、価格、出来高、取引所、サイズ等 

全世界の株式市場、債券市場、外国為替市場、マクロ経済データを収録 

株式： 上場・上場廃止企業       （26万証券以上） 
社債： 上場・上場廃止、非上場企業 （93万証券以上） 
期間（株式）： 北米 1968年～、日本を含むその他 1992年～ 
期間（社債）： 北米 1992年～、日本を含むその他 2000年～  
- 日次株価（始値、高値、安値、終値） 
- 出来高、発行済株式数、配当金 
- 株価指数、17万以上 
- S&P 格付け（直近）、社債・国債発行要綱 
- 債券価格、利回り、クーポン等 

株式・社債 

データ 

ＣＤＳ 

データ 

-  グローバル主要金利、LIBOR、インターバンク・レート 
- 為替換算レート 197通貨以上 

国数：   200ヶ国以上 
経済指標数： 1ヶ国当り最大150項目 
期間： 過去データ 1970年～、予想データ 30年間 
- GDP, 消費者物価指数、国際収支、輸出・輸入など 

マクロ経済 

データ 

オプションパッケージ 

東洋経済 

財務 

データ 

収録対象： 日本の上場企業、一部非上場企業 
収録期間： 単体：1971年～ 、 連結：1985年～  
- 英語と日本語のデータ項目名 
- 決算短信、有報、四半期報告書 
- 一般、銀行、証券、損保、生保、REITの業種別財務テンプレート 

東洋経済 

予想 

データ 

収録対象： 日本の上場企業、一部非上場企業 
収録期間： 最長1985年まで 
項目：    売上高、営業利益、経常利益、当期利益、 
        １株当期利益、１株配当金 
- 東洋経済予想データ（２期分）、会社発表予想 

収録データ一覧 （アカデミック・パッケージ） 

S&P 

信用格付 

リサーチ 

- スタンダード&プアーズのヒストリカルの信用格付け・分析レポ
ートおよびコメンタリー 

- クレジット市場動向、経済分析、デフォルト、格付け推移調査
レポート 

- スタンダード&プアーズのアナリスト調整済みの財務データ 

収録企業： Compustat北米版に収録されている企業 約３万社 
収録期間：  
  年次データ：標準20年（オプションで1950年から） 
    四半期データ： 48四半期（オプションで1962年から） 

Compustat 

北米企業 

財務データ 

証券会社・ 

調査会社 

リサーチ・ 

レポート 

- 国内外の証券会社や独立系調査会社が発表しているリサーチ・レポ
ートを提供 

- 株式、債券、業界別、市場、マクロ経済など様々なタイプのリサーチレ
ポートを収録 

- スクリーニング機能で目的に応じたレポートを効率的に検索 
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Capital IQ ウェブ・プラットフォームの概要 
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企業データ・市場データ 
 

企業、国情報、為替レート 

人物など全てのタイプを 

検索できるサーチボックス 

サーチボックスとCompanies、Marketsのタブから、企業分析や市場分析に必要なデータを素早く検索できます。 

企業、ファンド、 

指数、業種等データ 

タイプ別リンク 

ニュースや報告書 

へのリンク 

リサーチレポート 

へのリンク 

企業重要イベント 

 

会社予想、配当、 

訴訟、リストラ、 

製品情報、M&A 

など 

企業データ 
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企業データ・市場データ 
 

グローバルの金利、コモディティ、マクロ経済データ、国別・市場別データを簡単に検索できます 

市場データ 

金利データ 

コモディティ 

データ 

マクロ経済データ 
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スクリーニング機能で、定性データ項目や定量データ項目を組み合わせて企業や案件情報などを抽出できます。 

また、チャート機能でデータを素早くグラフ化することが可能です。 

スクリーニング（抽出）機能 

チャート（グラフ）作成機能 

さまざまなタイプの 

スクリーニング 

 

企業、株式、債券、 

重要イベント、 

人物、案件 

株価、債券価格、 

マクロ、金利などを 

グラフ化 

スクリーニング機能・チャート機能 
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上場企業・非上場企業データ 
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Company Information - 企業データ 

Company Summary 

企業サマリー 

 

収録企業数 

• 上場・上場廃止企業95,000社以上 

• 非上場企業380万社以上 

 

収録データ 

• ウェブサイト、従業員数、設立年 

• 事業概要 

• 株価・財務サマリー 

• 人物 

• 子会社・投資先一覧 

• 企業関連ニュース 

• 製品詳細 

• 競合他社一覧 

• 業種分類（GICS, SIC, NAICS） 

• アナリスト・カバレッジ 

• コーポレート・ガバナンス 

 

従業員数 

設立年 

事業概要 

業種、etc… 

企業基本情報 

コーポレート・ガバナンス 

コーポレート・ガバナンス 

テイクオーバー・ディフェンス 
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Financials – 財務データ 

   CIQ財務データの特徴 

 

• グローバル株式市場の時価総額99％
以上をカバー 

• 一部未上場企業の財務データも収録 

• 異なる会計基準を持つ各国間の比較を
容易にするため数字を調整 

• 各項目の計算内訳表示や元ソースの報
告書へのリンク 

• 7つの業種別テンプレート 

    （標準、銀行、証券、不動産、その他金
融、REIT、 公益事業） 

• 19業種の業種固有項目  

• 最大5,000項目の財務データ項目数 

• 様々な指標・マルチプル 

 

損益計算書 

数字をクリックして 

内訳項目を表示 

データ収集に使用した 

報告書の該当箇所を 

ハイライト 
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   CIQ財務データ 

 

• Key Stats 主要データ 

• 主要損益計算書データ 

• 時価総額・企業価値計算内訳 

• IS/BS/CF 財務三表 

• 損益計算書 

• 貸借対照表 

• キャッシュフロー計算書 

• Multiples マルチプル 

• TEV/EBITDA、PER, PBR等のマル
チプルも日次時系列で表示 

• Cap. Structure 資本構成 

• 負債・資本の構成内訳や借入金・リー
スの返済スケジュール 

• Ratios 指標 

• ROA, ROE, 粗利益率、EBITDAマー
ジン等、各種指標をカバー 

• Supplemental 補足項目 

• ストックオプション・ワラント 

• レベル１～３資産など 

• Pension/OPEB 退職給付費用 

• 退職給付費用・引当金 

• Segments 

• 事業別・地域別セグメントデータ 

補足項目 

固定資産 

内訳項目 

棚卸資産 

内訳項目 

事業別・地域別セグメント 

データをグラフ化 

Financials – 財務データ 



15. 本資料のいかなる部分もS&P Capital IQの許可なくして転載または配布することはできません。 

CIQ Estimates - アナリストコンセンサス予想 

CIQ Estimates データの 

収録内容・特徴 

 

目標株価、長期成長率、一株当り利益、 

売上高、EBITDAなどのアナリスト予想の 

コンセンサスをデータベース化 

  

• 対象企業数：  

上場・上場廃止企業 1万8千社以上 

• 提供会社： 

国内外の証券会社・独立系調査会社 

700 社以上 

• 各証券会社のアナリスト予想のコンセンサ
スを提供 

• 最大45項目 

• 会社発表予想も収録 

会社予想 

サプライズ 

CIQ予想、 

会社予想、 

実績値の差異 
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Transactions - 案件データ 

Transactions データの 

収録内容・特徴 

 

M&Aをはじめとした様々な案件をカバー 

各種報告書やニュース等をデータソースとし、 

原則、公表当日から翌日の間にデータを 

更新します 

 

• 件数：  

  M&A 、スピンオフ （45万件）  
  私募・公募 （47万件） 
  破産 （2万２千件）  
  自社株買い （4万2千件）  

• 収録開始期間 

  M&A  米国1998年、欧州 2001年、 

      アジア 2006年 

  私募  米国1998年、欧州 2001年、 

      アジア 2004年 

  公募  米国1999年、欧州 2005年、 

      アジア 2005年 

• 各案件の概要、マルチプル、Buyer, 

Seller, Targetの詳細 

 

• 関連報告書・ニュースへのリンク 

案件のタイプを選択 

公表日、クローズ日、案件タイプ 

参加者（Target, Buyer, Seller）、 

金額を一覧で表示 

公表日をクリックして、 

各案件の詳細を表示 
ディール・バリュー 

概要 
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News＆Events- ニュースとイベント 

News & Events 

データの収録内容・特徴 

  市場に影響を与える重要なニュース・
イベントデータを140種類以上のタイプ
に分け、８つのカテゴリーで収集 

 

• 件数 
  案件関連  160万件 

  配当関連  280万件 

  顧客・製品 160万件 

  破産               8万件 

  会社予想・組織関連 110万件 
 

• カテゴリー 

  案件、破産、会社予想・格付け 

  会社組織関連、顧客・製品関連 

  配当・株式分割、アクティビスト関連 

  上場・取引関連 （IPO, 上場廃止など） 

  潜在的レッドフラッグ・ディストレス指標 

• 監査法人の変更 

• 監査意見 継続企業の前提に
疑義 

• 訴訟、労使関連など 

  潜在的案件 （M&Aの噂など） 

  会社発表 （決算報告、会社予想など） 

 

ニュース 

重要イベントデータ 

各イベントの詳細 
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Filings & Key Documents- 決算報告書と重要文書 

Filings & Key Documents 

決算報告書と重要文書 

の収録内容・特徴 

  決算報告書や短信などのレポートをCapital 
IQ プラットフォーム上で時系列で収録 

 

• 件数 
   上場・非上場企業 240万件以上 

 

• データソース 

   米国証券取引委員会 （SEC） 

  カナダ電子開示システム （SEDAR） 

  オーストラリア証券取引所 （ASX） 

  ニュージーランド証券取引所 （NZX） 

  その他証券取引所 

  会社ホームページなど 

 

 

 

HTML, Excel, Word, PDF 

など様々な表示タイプ 

有価証券報告書、短信、 

10K, 10Q, アニュアル・ 

レポートなどの報告書を 

時系列で収録 

データソース 
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People- 人物データ 

People 

人物データの収録内容・特徴 

  全世界の上場企業・非上場企業の390万人
以上の人物データを収録 

 

• 収録人数 
    米国企業 220万人以上 

    その他グローバル企業 170万人以上 
 

•  現役及び過去の人物データを収録 

• 経歴、学歴、社外取締役データなど 

• 80種類以上の報酬タイプ 

• 給与 

• ボーナス 

• 役員報酬等 

• 80種類以上の報酬タイプ 

• 報酬データは最長1995年まで遡ること
が可能 

 

 

人物データ 

役員の状況 

報酬データ 
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Private Equity Firms- プライベートエクイティファーム 

Private Equity Firms 

PE ファームデータ 

の収録内容・特徴 

  全世界の上場企業・非上場企業の390万人
以上の人物データを収録 

 

• 収録人数 
    米国企業 220万人以上 

    その他グローバル企業 170万人以上 
 

•  現役及び過去の人物データを収録 

• 経歴、学歴、社外取締役データなど 

• 80種類以上の報酬タイプ 

• 給与 

• ボーナス 

• 役員報酬等 

• 80種類以上の報酬タイプ 

• 報酬データは最長1995年まで遡ること
が可能 

 

 

基本データ 

ファンド一覧 

ファンド名、設立日、状況、金額 

などを一覧表示 

投資先一覧 



21. 本資料のいかなる部分もS&P Capital IQの許可なくして転載または配布することはできません。 

市場データ 
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Stock Prices / Indices – 株価・指数データ 

株式： 上場・上場廃止企業       
 （26万証券以上） 
 
期間（株式）： 
北米 1968年～ 
日本を含むその他 1992年～ 
 
個別銘柄株価 
- 日次株価（始値、高値、安値、終値） 
- 株式分割調整済み株価 
- 株式分割調整係数 
- 配当調整済み株価 
- 出来高、発行済株式数、配当金 
 
株価指数 
- 17万指数以上をカバー 
- 主要指数は構成銘柄レベルのデータも
収録 

 

グラフのイメージとデータを 

Excelへダウンロード 

チャート（グラフ）作成機能 

指数プロフィールページ 

主要指数は構成銘柄データ 

も取得可能 
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Fixed Income/CDS - 債券・CDS データ 

償還日、債券タイプ、シニオリティ、 

クーポン、発行日、残高、価格、 

YTW、格付け一覧 

チャート機能でデータを 

グラフ化 

社債：  
上場・上場廃止、 
非上場企業 
 （93万証券以上） 
 
期間（社債）：  
北米 1992年～ 
日本を含むその他 2000年
～  
- S&P 格付け（直近）、社
債・国債発行要綱 

- （債券価格、利回り、クー
ポン等）＊ 

 
＊ 

債券の詳細データと 

市場データ及び 

デスクトップ・パッケージ 

でご利用いただけます 

国債金利 

チャート（グラフ）作成機能 

個別企業 Fixed Income ページ 
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Exchange Rates / Commodities – 為替レート・コモディティデータ 

各国為替レート 
期間 1970年代～ 
 
コモディティ 
- 収録数： 400商品以上を収録 
   （エントリーパッケージは20商品） 
-  スポット・先物価格 
- 期間： 最長1970年代から 
   （エントリーパッケージは１年間） 
- 全世界の40市場以上をカバー 

- Excelへのダウンロード、グラフ化、スクリ
ーニング 

グラフのイメージとデータを 

Excelへダウンロード 

チャート（グラフ）作成機能 

コモディティ 

為替レート 
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Macroeconomics - マクロ経済データ 

各国消費者物価指数一覧 

国別データ 

Macroeconomics 

マクロ経済データ 

 
- 204ヶ国をカバー 
- 国別で最大150の経済指標データ 
- 最長30年間の予想 
- 過去データは最長1970年から 
 
データ項目 
- GDP 
- 失業率 
- 消費者物価指数 
- 輸出入等 
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Excel プラグイン機能 
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Excelプラグイン機能とは 

Excelシート上にCIQ関数を組み、複数企業の時系列のデータなど大量のデータを簡単に効率的にダウンロードできます 

=CIQ($C$2, "IQ_TOTAL_RECEIV“,G$6,$F$2) 

Excelシート上でCIQ関数を 

組みデータをダウンロード 

Excelプラグインメニュー 

各パラメーターを設定 

類似企業分析 
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Formula Builder機能を使って、任意のデータ項目をお好きな配置でダウンロードできます 

Formula Builder機能 

Formula Builder機能 
企業を指定 

データ項目 

を選択 

期間、通貨、 

その他のパラメータ 

を設定 
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Excel既成テンプレート 

CIQ Excelプラグイン機能には、Excelシート上に予めCIQの関数が組まれた既成テンプレートが140種類以上用意さ

れています。 

 

Charts  
         チャート                                          

Commodities and FX 
         商品先物・FX 

Company Tearsheets 
        会社情報 

Equity Comparables  
         類似企業分析 

Estimates  
         業績予想 

Fixed Income  

        債券 

Indices and Ownership  

        株価指数・株主データ 

Industry  

         業種別財務諸表テンプレート 

Macroeconomic  
       マクロ経済データ 

Plug-in Tool  
        ティッカー検索・CIQ関数一覧 

Portfolio 
        ポートフォリオ 

Segments  
        セグメントデータ 

Transaction 
         案件データ 

Valuation 
        バリュエーション 

 

テンプレートライブラリー 

タイプ別テンプレート 
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Excelプラグイン – クリックスルー機能 

Excelプラグインでも、各データの内訳項目、及びデータ収集に使用した報告書の該当箇所の表示を行うことができます。 

内訳項目の表示 

報告書の該当箇所 

をハイライト 

で表示 

クリックスルー機能 
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スクリーニング（抽出）機能 
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スクリーニング機能とは 

スクリーニング機能を使って、企業、案件、株式、債券、ニュースなど様々なタイプのデータの抽出を行うことができます。 

3,000項目以上の定性・定量データ項目を組み合わせてのスクリーニングが可能です。 

企業、株式、債券、ニュース、人物から 

スクリーニングのタイプを選択 
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スクリーニング条件項目一覧 

企業の 
属性情報 

財務・マーケット 
情報 

株式、上場市場に 
関する情報 

コーポレート 
アクション 

買収防衛策 

株主情報 

人物関連情報 

投資家検索 

案件関連
情報 

自己株取得
関連情報 

M&A関連 
情報 

条件項目はタイプ別に分類されています。また各条件タイプをクリックすると該当する項目一覧が表示されます 
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サマリー画面で各条件のスクリーニング結果が確認できます。 

また、その結果を見て条件を修正・削除することが可能です 

各条件のスクリーニング結果数と 

修正・削除ボタン 

結果一覧画面 

スクリーニングサマリー・結果一覧画面 
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オプション・パッケージ 



36. 本資料のいかなる部分もS&P Capital IQの許可なくして転載または配布することはできません。 

オプションデータ：S&P 信用格付けヒストリカルデータ 

標準パッケージには直近のS&P 格付けデータが収録されています。 

オプションでS&P 格付けヒストリカルデータを追加いただくと、 

Capital IQ ウェブプラットフォームとCIQ Excelプラグインの両方で 

時系列の過去データを取得することができます。 
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