
当社について

「ストックホールディング社」として広く知られているインド・ストックホールディング株式会社   (StockHolding 
Corporation of India Limited) 数々の受賞歴を誇るインドで最良のカストディアンであり、証券サービス会社です。インド金

融の中心地ムンバイに本社を置いています。

数々の受賞歴を誇る、インドで最良のカストディアンである当社は、30年間にわたりインド内外の多様なお客様か

ら寄せられる複雑かつ幅広いご要望にお応えし、革新的なワンストップ・ソリューション、最大限の柔軟性、そし

て専門知識と経験に基づくサービスをお届けしてきました。

ストックホールディング社は、インド政府企業であり、定評のある複数の公的金融機関によって設立されました。

配当を行い、無借金で経営されている法人です。当社は、30年前に設立されて以来、資産額と取引規模においてイ

ンド最大のカストディアンであり続けてきました。グローバル・カストディアン誌からは、2016年と2017年の

2年連続で、多くの国際的・世界的カストディアンを上回る評価を受けています。

22%を越える市場占有率（インド国内の総管理資産額に占める比率）

5350億米ドルの管理資産額（うち機関投資家からは2350億米ドル）

年間50万件を越える取引を処理

100万人を越える顧客

インド市場証券サービスの専門家700名（年換算）

業界を代表するストックホールディング社の実績

ストックホールディング社は、運用資産・投資額で各分野の上位 25%に入

る様々なお客様にサービスを提供しています。
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StockHolding
インド最良のカストディアン

機関投資家市場において、ストックホールディングス社の市場占有率は22%を越えています。インド最大手の機関投資家たち

は、数十年にわたって当社を信頼してきました。当社は年間50万件を越える取引を処理する能力を有していますが、この能力は

技術を活用したソリューションに基づいており、市場についての深い専門知識に裏打ちされています。2016年には、当社のお客

様に海外市場でもカストディ・サービスを提供するために、有力な国際的カストディアンを指名しました。

ストックホールディング社は、最大の指定預託参加者 (DDP) として、2014年6月から外国ポートフォリオ投資家 (FPI) の方々と

積極的に関わってきました。他の仲介業者との戦略的提携を進めているだけでなく、外国ポートフォリオ投資家の活動を推進する

独自のウェブポータル「円滑な投資のために」を作成しているところです。また、世界各地の時差に合わせて、外国ポートフォリ

オ投資家の方々に、きわめて多様かつ革新的で柔軟なソリューションをお手頃な価格で積極的に提供しています。当社は、米国証

券取引委員会規則第17条fのもとで「ノー・アクション・レター」を取得した唯一の非銀行系カストディアンであり、米国に本拠

を置くファンドにもカストディ・サービスを提供できます。

インドにおけるカストディ・サービスの開拓者であるストックホールディング社は、設立以来ベスト・プラクティスを追求する先

頭に立ち続けてきました。規制当局や自主規制団体と協議し、積極的に業界の活動に参加するとともに、会合の主催、電話による

国際会議、規制や政府に関する重要な最新情報の提供、知識を交換するためのウェブセミナーなどを行って、インド内外のお客様

と意見を交わしています。

当社は、外国ポートフォリオ投資家についてインド証券取引委員会が設置した複数の委員会の構成員を務めており、外国ポートフ

ォリオ投資家による投資過程の円滑化について、規制当局に提案や助言を行っています。

市場への発信

FPI部門サービス

カストディ・サービス

グローバル・カストディアン誌のインド国内企業調査（2016年・2017年）では、ストック

ホールディング社が提供する基本的決済・現金管理システムはインド国内のカストディアン

の中で最高水準にあるという評価をお客様から引き続きいただいています。また、当社の責

任感、迅速な対応、安定した社会的評価、資産の安全性、顧客関係管理、および従業員の質

についても高い評価をいただきました。
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様々なお客様への提供商品

Ÿ あらゆる有価証券のカストディ・サー 

ビス

Ÿ  外国ポートフォリオ投資家登録(DDP)

サービス

Ÿ  証券エスクローサービス

Ÿ  ストラクチャリング・税務関連サービス

（提携先を介して）

お客様の種類 お客様の区分 提供商品

国内のお客様

Ÿ　 外国ポートフォリオ投資家 (FPI)

   海外直接投資 (FDI)

   国際的カストディアン

   一国のみで営業するカストディアン

   海外のプライベート・エクイティ投資家

   海外のベンチャーキャピタルファンド

   政府系ファンド

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

海外のお客様

当社カストディ・サービスの特徴 – 海外投資家および国内機関投資向け

きわめて柔軟な銀行サービス

市場への発信とベスト・プラクティス

担保管理

現物保管サービス

多通貨間のFX

業界随一の機関投資家対応経験

インドのカストディアンならストックホールディング社

Ÿ   伝統、管理、インフラ、金融 ☑

Ÿ 能力と責任感 ☑

Ÿ 最高水準のサービスで、法令遵守とリスク縮減に注力 ☑

Ÿ 競争力と影響力 ☑

Ÿ インドでのカストディ・サービス

Ÿ     インド国外への投資におけるカスト

ディ・サービス

Ÿ       フ ァンドの会計処理

Ÿ        イ ンドでの金の保管サービス

Ÿ        証 券貸借サービス

Ÿ       デリバティブ（株式、金利、通貨）の専

門的清算・決済(PCM)サービス

お客様の時差に合わせたサポート

証券貸借

きわめて円滑な利用開始手続

競争力のある価格

金の保管サービス

Ÿ  大手金融機関

Ÿ   保険会社

Ÿ   投資信託

Ÿ   銀行

Ÿ   退職金ファンド　（年金/退職金準備制度/退職

一時金/確定拠出型年金ファンド）

Ÿ     インド年金規制開発局(PFRDA)が規制対象と   
      する年金基金

 Ÿ    インドのプライベート・エクイティ投資家  
• ベンチャーキャピタルファンド/不動産投資信託
   (REIT)/インフラ投資信託(INVIT)
Ÿ      代替投資ファンド(AIF)
Ÿ　ブローカー会社/ポートフォリオマネージャ   ―

• 　企業、ファミリーオフィス

 Ÿ　   富裕層 (HNI)
Ÿ　個人投資家/その他の投資家

StockHolding
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他社との違い

Ÿ 様々なお客様による大

量・高額・複雑な取

引を管理できる能力

と実績

Ÿ 正確な取引実行過程

Ÿ 清算機関と効果的に

接続し、誤りを最小

限に

Ÿ 先進的システムとソ

フトウェアを自社開

発し、より柔軟にお

客様に対応

Ÿ お客様から指示を出

す方法の柔軟性– 電

子メール、ウェブプ

ラットフォーム、

SWIFT

Ÿ オンライン金融サー

ビスに関するすぐれ

たサポート。

取引時間終了前の入

札内容修正や迅速な

送金を確実に実行

Ÿ  世界各国の銀行やイ

ンドの銀行を含 む

独自の「銀行選

択」ソリューシ

ョン

Ÿ 銀行を選択し、

 様々な主要通貨で

 サービスを提供

Ÿ 有力な税理士事務

 所、プライムブロ

 ーカー、法律事務

 所との戦略的提携

Ÿ 海外業務における

有力な国際的カス

トディアンとの戦

 略的提携

Ÿ 189の拠点を通じ

た電子投票と代理

業務

Ÿ お客様に適宜通知

 を行い、取引限度

 の監視を支援

Ÿ 証券エスクロー、

 証券貸借

Ÿ 国内のお客様に対

 するファンド会計

 業務とバリュエー

 ション

Ÿ  専門の担当者を配

置し、窓口を一

本化

Ÿ「Market Se」誌

で、市場の最新情

報を定期的にお

届け

Ÿ お客様に合わせた

形式で自動的にご

報告

Ÿ 包括的な支援を常

時ご提供

Ÿ 保有残高および未

決済取引を　預託

機関とインド証券

取引委員会に毎日

報告

Ÿ 外国ポートフォリ

オ投資家規則に従

い、投資の監視を

行う

Ÿ 関心事項につい

て、専門家を交

え、インド内外で

お客様との会合や

ウェブセミナーを

定期的に開催

インド進出・

口座開設

取引日関連 資産サービス 付加価値サービス お客様との関係

Ÿお客様に合わせたソ

リューションを含む

包括的資産サービス

Ÿ お客様に積極的・

定期的に連絡し、効

果的な資産サービス

を可能に

Ÿ 収益回収や照合確

認を含むコーポレー

トアクション

Ÿ お客様の取引銀行

とのやり取りを通し

て、コーポレートア

クションの効果的な

監視と照合確認を幅

広く支援

Ÿ お客様が依頼され

ている公認会計士の

税務業務を支援

Ÿ 新規（証券）発行

支援

Ÿ お客様に合わせた

担保管理ソリュー

ションにより、各種

の担保マージン条件

の充足が可能

• ストックホールディング社は、「知識交換ウェブセミナー」を主催しており、お客様や様々な市場関係者の方から好評をいただ
いています。

Ÿ モーリシャス、シンガポール、香港、ロンドン、日本、アブダビ、ドバイ、インドでは各地のお客様との会合を催しました。
Ÿ 当社の顧客サービス専門チームは、インパクト分析を掲載した広報誌「Market Se」を 活活用して、常に新しい情報を様にお届けし

ています。

Ÿ オープンアーキテクチャーにより、お客様は多数のサービス提供者から選択が可能です。

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

  投資方法と口座の構

造に関するご案内

  最速でお問い合わせ

に回答し、口座を

開設

  書類の準備を支援

    包括的な 口座開設キ

   ット  

  専門チームによる一    

元化された窓口で、

速やかに口座を開設

  他のカストディアン

からも円滑に移行

可能

  規制当局、証券取引

所、預託機関、仲介

会社との効果的な

連携

外国ポートフォリオ投

資家に対する登録証

書の発行

StockHolding
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独自のソリューションと戦略的提携

・  独自の「銀行選択」ソリューション

・  有力税理士事務所との戦略的提携

・  有力ブローカー会社との戦略的提携

・  有力法律事務所との戦略的提携

ストックホールディング社は、インドで最初に設立さ

れた、インド最大手のカストディアンです。当社は、

機関投資家の皆様、とりわけ外国ポートフォリオ投

資家の皆様に、資金移動や外国為替サービスのた

めの「銀行選択」という独自の革新的なソリュー

ションを提供しております。私たちは、お客様

のご要望に応じて世界各国およびインド国内の

銀行と協力し、お客様に最も有利な条件で他

に類を見ない柔軟なサービスを提供します。

他社の追随を許さないこのソリューション

では、当社のオープンアーキテクチャーに

より、外貨両替の透明性をさらに高め、現金管理の効率性を上げることができます。アーキテクチャーにより、外貨両替の透明性

をさらに高め、現金管理の効率性を上げることができます。

当社は、提携の有無にかかわらず、その柔軟性を活かしてお客様の取引銀行と協力し、当社での口座開設をお手伝いします。

ストックホールディング社は、世界の公認会計士事務所（および税理士事務所）と提携し、税務などの専門的サービスに関する海

外投資家の要請にお応えしています。こういった提携により、お客様がサービス提供者との国際的な関係を活用してサービスの均

質性を高め、よりよい理解のうえで効率性を高められるよう支援を行います。現在、当社は、グラント・ソーントンと提携してい

るほか、PWC、デロイト、KPMG、アーンスト・アンド・ヤングといったグローバル企業と協定を結んでいます。

ストックホールディング社は、機関投資家や外国ポートフォリオ投資家の皆様からの要請にお応えするため、深い専門知識を持つ

インド内外の有力ブローカー法人と戦略的提携を結んでいます。これらの法人は、ブローカー業務のほか、調査・助言やポート

フォリオ管理サービスを提供することができます。

ストックホールディング社は、特に当社のお客様である機関投資家、外国ポートフォリオ投資家、海外直接投資家、およびプライ

ベート・エクイティ顧客の方々からの要請にお応えするため、資本市場について深い専門知識を持つ有力法律事務所と戦略的提携

を結んでいます。

Ÿ 「ITの先見的活用」により、権威あるスミソニアン賞 

(Smithsonian Award) をアジア企業で初めて受賞

Ÿ 「ITの最適利用」により、 CSI (Computer Society of India) 全国IT賞を受賞

Ÿ  過去4年連続で、インド国立証券預託機関 (NSDL) 賞（最高管理資産額部門）

を受賞

Ÿ ボンベイ証券取引所およびスコーチ (Skoch) 社より、2016年ベスト・カスト

ディアン賞を受賞

当社の受賞歴

StockHolding
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本社住所：

インド・ストックホールディング株式会社  (Stock Holding Corporation of India Limited)
 301, Centre Point, Dr. Babasaheb Ambedkar Road, Parel, Mumbai – 400 012, INDIA

ウェブサイト: https://custody.stockholding.com      |   電子メール:custody.help@stockholding.com

インド企業番号: U67190MH1986GOI040506

連絡先: 

免責事項: インド・ストックホールディング株式会社は、インドの指定預託参加者 (DDP) 

およびカストディアンとしてインド証券取引委員会から認可を受けています。本資料お

よびその内容は一般的な情報の提供のみを目的とするものであり、いかなる助言も構成

しません。本資料はライセンスではなく、提案を意図したものでもないこと、またいか

なる金融商品についても購入や加入を勧誘するものではないことにご留意ください。 

「インド・ストックホールディング株式会社は、グローバル・カストディアン誌の2017年イ

ンド国内企業調査において、ふたたび顕著な成績を挙げた。同社は、2016年にはじめて評価

対象となり、分野別でも市場全体でも高い業績を達成し表彰を受けた。本年、同社は、もとも

と高かった評点をさらに全面的に伸ばし、全サービス分野において市場平均を大きく上回った。

顧客満足度がすでに高い市場において、他社を引き離すのは困難だが、ストックホールディング社はそれに成功した。」

グローバル・カストディアン誌、2017年8月号

10分野において、インド企業の平均点が7点満点中6.27点のところ、当社の加重平均点は全体で6.71点を記録

当社のお客様によれば....

お客様のご意見 

多くの顧客から称讃の声が寄せられた。ある大企業の資産運用管理者は、「決済・現金管理システム、顧客との関

係、社会的評価、資産の安全性について優れている。また、依頼すればすぐに説明してくれる」と述べている。

出典: グローバル・カストディアン誌（インド国内企業調査）2016年・2017年

多くの顧客が「従業員の質の高さ」を評価しており、ある顧客は「責任感、顧客との関係の維持、基本的カストデ

ィ・サービス」に高い評点を与えている。実際、ストックホールディング社の強みとして、基本的な決済能力を挙

げた回答は、他のどの企業よりも多い。基本的サービスを正しく提供し、ものごとがうまく進まないときも迅速か

つ効率的に対応することが、世界で成功しているカストディアンの特徴であり、ストックホールディング社も例外で

はない。顧客から信頼されているのは、同社の国内市場に関する専門知識、高品質の顧客サービス、技術を活用したソリューション、

そして顧客からの多様で複雑な要望に応えてきた能力と実績であり、これらがストックホールディング社の力量の中核となっている。

StockHolding

Mr. R Anand   (R アナンド)  
カストデ部門責任者 

携帯電話:  +91 998 7776 171 

 電話:  +91 22 6177 9073 / +91 22 2778 5202

電子メール:  r.anand@stockholding.com

「インド・ストックホールディング株式会社は、グローバル・カストディアン誌の2016年イ

ンド国内企業調査において、きわめて優秀な成績を挙げた。同社が本調査に参加した初年度に、

卓越した業績で2つの賞を獲得したことを喜びたい。同社は、分野別でも市場全体でも高い業

績を挙げた。分野別では、少なくともひとつのサービス分野で、調査対象となった全社の平均

点を上回った。また、同社は、市場全体でも卓越した業績を挙げ、調査対象となった全銀行の

平均点を上回る評点を全分野で獲得したことにより、権威ある賞を受賞した。グローバル・カストディアン誌は、貴社の好成

績を高く評価する。」

グローバル・カストディアン誌、2016年8月号

お客様の声に基づく評価

2017

2016

Mr. Vinay Purohit（ヴィナイ・プローヒト） 
事業・商品部門責任者 
携帯電話: +91 998 7776 259 
電話: +91 22 6177 9038 / +91 22 6177 9074 
電子メール: vinay@stockholding.com 

インド最良のカストディアン


	Page 1
	Page 2
	final for print brochure_2.pdf
	Page 1
	Page 2

	final for print brochure_3.pdf
	Page 1
	Page 2

	final for print brochure_4.pdf
	Page 1
	Page 2

	final for print brochure_5.pdf
	Page 1
	Page 2

	final for print brochure_6.pdf
	Page 1
	Page 2

	final for print brochure_1.pdf
	Page 1
	Page 2

	final for print brochure_2.pdf
	Page 1
	Page 2

	final for print brochure_1.pdf
	Page 1
	Page 2




