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ビューロー・ヴァン・ダイクでは、 
学術研究や学習リソースに理想的な
情報パッケージを提供しています。
ビューロー・ヴァン・ダイクの 
ソリューションは簡単で使いやすく、
広範で信頼のあるカバレッジの 
より詳細な情報を提供します。

Welcome to the
business of certainty



Orbis Historicalの企業情報を遡って検索
Orbisには過去10年間の履歴があります。経年変化のリ
サーチや、時系列検索などのオプションを含まれている
ため、数年に渡って一貫したデータの検索が当社のソフ
トウェアによって可能になります。

10年以上の前のデータが必要な場合は、Orbis Historical
が提供する特別なソリューションで、以下の機能がご利
用いただけます:

	• 現在でも運営中の企業に関する過去情報や履歴	

 • BvD ID番号の継続的な更新により、最新バージョンの
Orbisとの互換性を確保

	• 長期間にわたる比率の算出あるいはその他の定義づ
けの変更を対象に、定期的かつ持続的に更新を行って
おり、データや最新フォーマットとの互換性を保持

	• 当社プラットフォームにおけるカスタマイズオプション
により、Excelあるいは他の分析ツールを用いた過去
データの分析可能

Orbisは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です。

Orbisは、世界中の約3.6億件の企業情報へのアクセスが
可能です。非上場企業情報の情報源としては最高クラス
です。

広範な情報ソースから慎重に企業データを集計、分析
し、より豊富で、より強力で、国際比較可能なフォーマット
にするために、情報の標準化や付加価値を提供します。
実際、ビューロー・ヴァン・ダイクでは160を超える個別の
情報提供プロバイダーや数百に上る当社独自の情報源
からデータを収集、加工してOrbisを作り出しています。	

詳細かつ比較可能な財務報告書1は、下記の項目で構成
されています：

	• 貸借対照表の 26 項目

	• 損益計算書の勘定 26 科目

 • 32	種類の標準比率

Orbisは次の情報を提供します2：

	• 銀行や保険会社を含む上場・非上場企業データ

	• 相互参照できる業界コードや会社ウェブサイトリンク
が含まれた詳細な企業概要

 • M&A	ディールや報道レベルの情報

	• 企業の詳細な出資関係および	実質的所有者（ベネフ
ィシャルオーナー）

	• 個人間の関係、ディレクターのプロフィール、役員や委
員会情報

	• 年次会計報告などの書類原本

地域別に対応したバージョンのOrbis	：

AmadeusやOrianaよりも多くの企業情報を提供する
Orbisの地域バージョンをお勧めします。

1	Orbisのレポートの詳細度は企業によって異なります。財務情報がご利用できない企業情報もございます。
2	別途契約が必要となるデータもあります。	



学術機関に企業情報を提供してきた長い歴史が
あります。 

当社のプロダクトは以下のように役立ちます：

各企業の研究調査
Orbisは、企業が実在するかの検証や、企業レポートを入
手できる理想的なツールです。Orbisは他のどの企業デ
ータベースよりも多くの企業レポートを見つけることが
できるでしょう。

条件を満たす企業の検索
数百件もの検索条件により、非常に詳しいプロフィール
で企業を検索するができます。

競合先の特定と分析
競合先の検索および相互比較を迅速かつ容易に行うこ
とができます。

データ視覚化
グラフ、ダイナミックな企業構造、ピボット分析、ヒートマ
ップ、その他の視覚化データと分析により、検索結果を瞬
時に理解することができます。

データをもっと思い通りに
アラート機能のカスタマイズや時系列検索、	財務情報の
詳細に把握し、その算出方法を確認し、独自の変数や分
類の作成を行い、社内データやその他のデータを追加す
ることが可能です。

新しいインターフェース
最先端技術で生まれ変わったインターフェースは、新し
いかつより強化されたナビゲーションと視覚化ツールを
提供します。

学術機関にとっての主なメリット
	• 学生にとって使いやすく、学術研究プロジェクトのため
の高度な分析機能を提供

	• 広範にわたる履歴データへのアクセスオプション	

	• 学内または遠隔でも24時間アクセス

	• アカデミックパッケージ提供

	• 学内におけるビューロー・ヴァン・ダイク製品のプロモ
ーションをアシスト

	• ヘルプ資料へのアクセス可能	

	• ビューロー・ヴァン・ダイクの学術機関顧客ネットワーク
へのアクセス

 • Shibboleth認証やOpenAthens認証に対応したIPアドレ
スアクセス

 • Wharton Research Data Services (WRDS)を通じた	
アクセスのオプション	



 

銀行および金融機関

Moody’s AnalyticsのBankFocus には、他のいかなる機関よ
りも多くの銀行の財務諸表が収録されています。また、保
険会社やノンバンク金融機関も網羅しています。	

さらに：

	• 所有権の構造を含む銀行グループの情報を、包括的か
つポートフォリオレベルで確認

 • CDS、市場データ、格付け機関による格付けを含む市
場指標および信用格付け

	• ニュース、ユニークなID番号、原本のファイリング

数百の条件で銀行を検索またはフィルタリングし、銀行
を競合他社と比較、グラフの作成、アラートを用いた銀
行のモニタリング、銀行の組織構造の確認、カスタマイ
ズされたレポートの作成、レポートを様々な形式にエクス
ポートすることが可能です。	

アカデミックリサーチ向けの幅広いプロダクト

ビューロー・ヴァン・ダイクには学術市場に関する深い理解があり、皆様のお問合せに専
門のチームが対応致します。– 無料トライアルは、bvdinfo.com からご登録ください。

詳細な	
財務状況

財務状況
の概要

部分的な
財務状況 計

銀行 44,000 1,500 94,500 140,000

保険会社 16,200 34,000 129,000 179,200

ノンバンク
金融	機関 3,600 513,700 1,536,300 2,053,600

計 63,800 549,200 1,759,800 2,372,800

世界中の上場企業

Osirisは、最大30年間渡って世界中の上場企業、大手非上
場企業/上場停止企業に関する詳細な情報を提供してい
ます。

M&A ディールや報道レベルの情報

Zephyrのデータベースには、毎年他のどんな製品よりも
多くのディール実績が追加されています。

Orbisのデータを基盤としたM&A Research Catalystは企
業、比較可能なディールや評価に関する情報を提供しま
す。ターゲットや取得者、価値の高い企業の特定をお手
伝いします。	

これらのツールを使うと:

 • M&A ディールやこれに関する噂話といった情報の検索
や閲覧が可能に

	• 詳細な活動情報、財務状況、取引履歴、企業構造、	書類
原本へのアクセスが可能に

ビジネスに必須の分析オプションで、即時的かつ柔軟性
のある競合間ベンチマークレポートが取得可能です。



 

海外直接投資（FDI)

Orbis Crossborder Investmentは、クロスボーダー投資を
促進させる要因や企業がどのように国際的に成長してい
るかを共に評価できる唯一のツールです。	

日々情報を追いかけ、完了または中止/撤退となったプロ
ジェクトや取引、またはその発表内容を報道レベルや目的
(意図)などを含めてモニタリングしています。	

財務データ、組織構造や人事構成、プロジェクト規模の予
測や予算を含む、投資家、買収企業、被買収企業に関する
情報の閲覧できます。

高性能の検索や機能、そしてデータ視覚化ツールには以
下が含まれます:

	• ピボット分析ツールによる投資フロー分析

	• 地理的な分布を確認するためのヒートマップ

	• 新しい経営陣の任命、新しい資金提供、新たに結ばれた
外国企業との契約を含む、企業が投資を計画している
可能性の高い地域を探るための企業フットプリント

さらには:

	• 新しいトレンドの特定や過去/現在のトレンド分析

	• 企業や国有企業のクロスボーダー投資戦略に対する
理解

	• クロスボーダー投資を推進する動機(目的)の調査

知的財産(IP)と特許

Orbis Intellectual Propertyは、これまでなかった方法で、
世界中の特許情報を企業や企業グループ情報にリンクし
ます。	

これによって:

	• 現在有効な特許すべてを対象とした所有権のタイムラ
インを用いて新技術の商業的アピールとトレンドの評
価

	• 特許所有権の変化をモニタリング

	• 現在有効な全ての特許に関するポートフォリオや特許
価値評価、さらに時間の経過に伴う価値評価のトレンド
変化の観測

	• 標準必須特許 (Standard Essential Patents) によって、
質の高いあるいは「基盤技術」に関する特許を識別

	• 標準化された情報と英語に翻訳されたすべての書類を
活用して世界中の特許を検索・比較

経済評価基準および経済予測

EIU Country Dataは、経済評価基準および経済予測の	
包括的なデータベースです。国ごとに320シリーズをカバ
ーしています。

これによって:

	• 市場規模、インフレ率、負債レベル、個人消費、金利を含
む、国ごとの複数の数値データの調査可能	

	• 様々な国における基準の比較可能

EIU country data             



お問い合わせ先
アルゼンチン
電話: +54 (11) 5246 5072
buenosaires@bvdinfo.com 

オーストラリア
電話: +61 (0) 2922 330 88
sydney@bvdinfo.com 

オーストリア
電話: +43 (1) 606 11 96 0
vienna@bvdinfo.com

ベルギー
電話: +32 2 639 06 06
brussels@bvdinfo.com 

ブラジル
電話: +55 11 2348 5176
saopaulo@bvdinfo.com

中国  
電話: +86 10 8515 2255 
beijing@bvdinfo.com

電話: +86 21 6101 0151
shanghai@bvdinfo.com

デンマーク
電話: +45 33 4545 20
copenhagen@bvdinfo.com

フランス
電話: +33 1 53 45 46 00
paris@bvdinfo.com

ドイツ
電話: +49 (69) 963 665 0
frankfurt@bvdinfo.com

香港
電話: +852 2154 3822
hongkong@bvdinfo.com

イタリア
電話: +39 02 43 98 22 77
milan@bvdinfo.com

電話: +39 06 840 4611
rome@bvdinfo.com

日本
電話: +81 3 5775 3900
tokyo@bvdinfo.com

メキシコ
電話: +5255 3683 8080
mexico@bvdinfo.com

オランダ 
電話: +31 (0) 20 5400 100
amsterdam@bvdinfo.com

ポルトガル
電話: +351 211 528 700
lisbon@bvdinfo.com

ロシア連邦 
電話: +7 495 739 5712
moscow@bvdinfo.com

シンガポール
電話: +65 6496 9000
singapore@bvdinfo.com

スロバキア
電話: +421 2 321 19 011
bratislava@bvdinfo.com

南アフリカ 
電話: +27 (0) 11 881 5993
johannesburg@bvdinfo.com

韓国
電話: +82 2 6138 3753
seoul@bvdinfo.com

スペイン
電話: +34 91 310 38 04
madrid@bvdinfo.com

スウェーデン
電話: +46 8 51 51 04 80
stockholm@bvdinfo.com

スイス
電話: +41 22 707 83 00
geneva@bvdinfo.com

電話: +41 44 269 85 00
zurich@bvdinfo.com

アラブ首長国連邦 
電話: +971 4 4391703
dubai@bvdinfo.com

イギリス
電話: +44 (0)20 7549 5000
london@bvdinfo.com
 
電話: +44 (0)161 829 0760
manchester@bvdinfo.com

アメリカ
電話: +1 (312) 235 2515
chicago@bvdinfo.com 

電話: +1 (212) 797 3550
newyork@bvdinfo.com
 
電話: +1 (415) 773 1107 
sanfrancisco@bvdinfo.com 

電話: +1 (202) 905 2079
washingtondc@bvdinfo.com 
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