スポンサー/Sponsors
ゴールド・スポンサー/Gold Sponsors
KPMG
KPMG は、監査、税務、アドバイザリーサービスを提供するプロフェ
ッショナルファームのグローバルネットワークです。世界 152 カ国
のメンバーファームに約 189,000 名の人員を擁し、サービスを提供し
ています。KPMG ネットワークに属する独立した個々のメンバーフ
ァームは、スイスの組織体である KPMG International Cooperative
(“KPMG International”)に加盟しています。

KPMG ジャパンは、KPMG の日本におけるメンバーファームの総称で
あり、監査、税務、アドバイザリーの 3 つの分野にわたる 7 つのプ
ロフェッショナルファームによって構成されています。各分野の専
門的知識やスキル、そして KPMG のグローバルネットワークの知見
を活用しながら、クライアントの経営課題の解決のために価値ある
サービスを提供しています。

KPMG is a global network of professional firms providing Audit, Tax
and Advisory services. We operate in 152 countries and have
approximately 189,000 people working in member firms around the
world. The independent member firms of the KPMG network are
affiliated with KPMG International cooperative (“KPMG
International”), a Swiss entity. Each KPMG firm is a legally distinct
and separate entity and describes itself as such.
KPMG in Japan is the general name which represents a group of 7
member firms, providing audit, tax and advisory services in Japan.
We offer value-added services to address the management issues
of our clients in collaboration with each other by utilizing professional
skills and knowledge through the KPMG global network.

State Street Global Advisors
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ（SSGA）につい
て
約 40 年にわたり、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザ
ーズ（以下「SSGA」）は、直接的、間接的な当社の多くのお客様に対
して投資目的達成に必要なサポートをさせて頂くことに邁進してま
いりました。SSGA は、世界屈指の優良な機関投資家や金融法人のパ
ートナーとして、インデックス運用からアクティブ運用に至る、厳密
かつリサーチ主導の投資プロセスを通して、パートナーの目標達成
のお手伝いをいたします。運用資産残高が数兆ドル*に及ぶ当社は、
そのスケールとグローバルな組織展開により、あらゆる市場、地域、
資産クラスへのアクセスはもとより、考え抜かれた考察と革新的な
ソリューションをお客様にお届けいたします。

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズは、ステート・
ストリート・コーポレーションの資産運用部門です。

* 2017 年 3 月 31 日現在の運用資産残高は 2.56 兆ドル（未監査）で
す。

About State Street Global Advisors
For nearly four decades, State Street Global Advisors has been
committed to helping our clients, and those who rely on them, achieve
their investment objectives. We partner with many of the world’s
largest, most sophisticated investors and financial intermediaries to
help them reach their goals through a rigorous, research-driven
investment process spanning both indexing and active disciplines.
With trillions* in assets, our scale and global reach offer clients access
to markets, geographies and asset classes, and allow us to deliver
thoughtful insights and innovative solutions.

State Street Global Advisors is the investment management arm of
State Street Corporation.

*Assets under management were $2.56 trillion as of March 31,
2017. Please note that AUM totals are unaudited.

T. Rowe Price
ティー・ロウ･プライス

ティー・ロウ・プライスは米国Ｓ＆Ｐ500 指数に採用されている、資
産運用に特化した独立系上場運用会社です。1937 年の設立より 80 年
間変わらず、徹底したインハウス・リサーチによるファンダメンタル
調査を重視した資産運用をグローバルに展開しています。設立来、
「顧客最優先」とする理念に基づき資産運用を提供しております。運
用資産残高はグループ全体で 8,616 億米ドル（約 96 兆円、2017 年 3
月末）となっています。
■問合せ先

営 業 代 表 電 話 ： 03-6758-3820 /

E メール:

nenkin@troweprice.com
ティー・ロウ･プライス･インターナショナル･リミテッド 東京支店
金融商品取引業者

関東財務局長（金商）第 445 号

加入協会：一般社団法人 日本投資顧問業協会

ABOUT T. ROWE PRICE
Founded in 1937, Baltimore-based T. Rowe Price Group, Inc.
(troweprice.com) is a global investment management organization
with US$ 861.6 billion in assets under management as of 31 March
2017. The organization provides a broad array of mutual funds,
subadvisory services, and separate account management for
individual and institutional investors, retirement plans, and financial
intermediaries. The company also offers sophisticated investment
planning and guidance tools. T. Rowe Price’s disciplined, risk-aware
investment approach focuses on diversification, style consistency,
and fundamental research.

シルバー・スポンサー/Silver Sponsors
QUICK FactSet JOINT SALES TEAM
金融情報・分析アプリケーションを提供する FactSet Research Systems
Inc.は、日本経済新聞社グループの QUICK とアライアンスを強化し、両社
で共同販売チームを構築いたしました。この強力なパートナーシップによ
り QUICK FactSet Workstation をはじめ FactSet の各種ソリューション、
クライアントサービスを拡大し、お客様の業務に一層貢献いたします。詳
細は https://www.factset.com/をご覧ください。
FactSet Research Systems Inc., a leading provider of integrated financial
information and analytical applications, has been strengthening its alliance
with QUICK Corp, the leading information vendor in the Nikkei Group. The
joint sales team offers not only the jointly developed “QUICK FactSet
Workstation”, but also FactSet’s full range of analytical solutions and
industry-leading client service. For more information, visit www.factset.com.

Schroders
シュローダー・グループのご紹介
シュローダー・グループはロンドンを本拠地とし、ロンドン証券取引所に上
場している、英国屈指の独立系資産運用会社です。1804 年の創業以来 200 年
以上にわたり、長期的な視点のもと、アクティブ運用を中心とする幅広い投
資ソリューションの提供に取り組んできました。現在、世界 27 カ国に 41 拠
点を設け、運用資産総額は約 56 兆円に上ります。
日本では 1870 年（明治 3 年）、日本初の鉄道（新橋―横浜間）の敷設におけ
る資金調達に貢献するなど、古くから日本との交流を深めてきました。1974
年東京に事務所を開設して以来、日本株式はもとより、海外株式・債券、マ
ルチアセット、オルタナティブ投資などグローバルな投資機会を日本の投資
家の皆様にご提供しています。
※2016 年 12 月末現在。3,860 億英ポンド、1 英ポンド＝144.12 円換算

Schroders plc
Schroders is a global asset management company with £386.0 billion under
management as at 31 December 2015. Our clients are major financial
institutions including pension funds, banks and insurance companies, local
and public authorities, governments, charities, high net worth individuals and
retail investors.
With one of the largest networks of offices of any dedicated asset
management company, we operate from 41 offices in 27 countries across
Europe, the Americas, Asia, Middle East and Africa. Schroders has developed
under stable ownership for over 200 years and long-term thinking governs our
approach to investing, building client relationships and growing our business.

S&P Dow Jones Indices
S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスについて
S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスは、指数ベースの重要なコンセプト、
データ及びリサーチを提供する世界最大のグローバル・リソース企業であ
り、金融市場の代表的指標である S&P 500®及びダウ・ジョーンズ工業株平均
®を算出しています。当社の指数に基づく金融商品に投資される資産額は、世
界の指数プロバイダーの中で最大規模となっています。当社は 1,000,000 超
の指数を算出し、革新的で透明性のあるソリューションを 120 年以上にわた
り構築しており、投資家が市場を測定し売買する方法を定義しています。詳
細は、www.japanese.spdji.com をご覧ください。

ABOUT S&P DOW JONES INDICES
S&P Dow Jones Indices is the largest global resource for essential indexbased concepts, data and research, and home to iconic financial market
indicators, such as the S&P 500® and the Dow Jones Industrial Average®.
More assets are invested in products based on our indices than based on any
other provider in the world. With over 1,000,000 indices and more than 120
years of experience constructing innovative and transparent solutions, S&P
Dow Jones Indices defines the way investors measure and trade the markets.
For more information, visit www.spdji.com

