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J.P.モルガン、日本で革新的な複数銀行間の資金管理基盤を開始するために 

株式会社NTTデータと提携 

新たなサービスにより、複数銀行間の取引関係の管理が合理化され、世界共通の単一窓口が提供さ

れるとともに、多国籍企業の業務効率が強化される。 

 

2012年５月７日、香港発 – J.P.モルガン・トレジャリー・サービスは、ITソリューションの大手提供者である

株式会社NTTデータと提携し、日本で革新的な複数銀行間の資金管理サービスを開始しました。この

サービスは、日本で営業を行う多国籍企業に対し、その資金移動についてより優れた見通しと管理を可

能にします。このサービスはまた、企業の事業継続に係る枠組みにおいても、効果的なツールとなりま

す。 

 

現在既に開始されているこの基盤は、日本で営業を行う多国籍顧客に対して多大な利益を提供する、

市場有数の二カ国語による資金管理の基盤です。企業が日本の他の銀行において所有する口座に対

し、世界各地からアクセスできる単一の窓口を提供する複数銀行間の資金管理サービスは、顧客の資

金ポートフォリオについてより優れた見通しを提供し、異なる事業体と第三者企業にわたる資金移動に

ついての堅固な管理を可能にし、取引の処理・報告についてより速い接続および実行を可能にします。 

 

J.P.モルガンの複数銀行間の資金管理サービスの主な特徴は以下の通りです。 

・ 地方銀行における口座の維持。 

・ 高速接続が可能な、安全な単一窓口。 

・ 日本国内および海外からのアクセスの強化。 

・ 自動化された複数銀行間の資金集中機能。 

・ 多様な支払い形式。 

・ 簡略化された単一の支払いファイルのアップロード方法。 

・ 世界的に連結され、一貫した報告。 

・ 英語および日本語による二カ国語での報告。 

 

SWIFTとの接続性も含め、2012年にはさらに強化される予定です。 

 

複数銀行間の資金管理サービスは、日本有数のITサービスとソリューションの提供者である、株式会社
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NTTデータと共同で開発されました。この新基盤は、従来からの市場における制約に対処し、日本の多

国籍企業のために、改善された資金管理の柔軟性、見通しおよび管理を提供します。 

 

J.P.モルガンの日本におけるトレジャリー＆セキュリティーズ・サービスの最高責任者であるハンス・ジャ

ンセンズは以下のように述べました。「何十年も前からJ.P.モルガンは、日本の金融市場インフラの発展

において重要な役割を担ってきました。当社の複数銀行間の資金管理サービスの開始は、日本の銀行

取引部門の進化における、重要な次のステップで、当社は再び当社の顧客およびより広い金融界の革

新を先導することを喜ばしく思っています。」 

 

J.P.モルガンの日本における資金管理担当のプロダクトマネジャーである橋本潤一は、以下のように述

べました。「J.P.モルガンの市場をリードする複数銀行間の資金管理サービスは、日本で営業を行ってい

る多国籍企業に対して、その資金管理方法を大幅に改善する手助けとして有益な手段となるでしょう。

キャッシュ・フロー全体に対するより優れた見通しを確保することで、資金を移動し、その戦略的成長目

標を達成する上でより優位に立つことができます。」 

 

株式会社NTTデータの取締役常務執行役員である山田英司は以下のように述べました。「NTTデータ

は、日本の金融市場インフラを支援するにあたって重要な役割を担ってきました。この新基盤は、世界

各地の多国籍企業に対して株式会社NTTデータのソリューションを提供するすばらしい機会です。株式

会社NTTデータは、国際的な事業を作り上げてきましたが、このソリューションを通じて、国際的な事業

をさらに発展させることを目指します。」 

 

J.P.モルガンの複数銀行間の資金管理サービスは、当社の日本における継続的な資金管理に関するリ

ーダーシップを裏付けるものです。25年以上前にJ.P.モルガンは、東京ドルクリアリング制度を設立し、こ

れは今では日本の主要な米ドルのクリアリング基盤として使用されています。それ以来、当社は、引き続

き世界各地の多国籍企業、ならびに国内の大企業および金融機関の顧客に対して最高のサービスを

提供するために、その資金管理および金融取引ソリューションの発展に多大な投資を行っています。 

 
J.P.モルガン・トレジャリー・サービスについて 
J.P.モルガン・トレジャリー・サービス事業は、革新的な資金管理、取引、流動性およびエスクロー・サ
ービスの総合的な一括サービス事業者であり、トレジャリーの専門家が今日直面する困難の解決の
ために特別に開発されました。180 超の国や地域における 135,000 を超える企業、金融機関、政府
および地方自治体が J.P.モルガンにその業務を委託しています。J.P.モルガン・トレジャリー・サービ
スは、世界有数の資金管理サービスの提供者であり、FDIC のメンバーである JP モルガン・チェー
ス・バンク N.A.の一部門です。 
 
詳細は、www.jpmorgan.com/ts にてご覧いただけます。 
 

JP モルガン・チェース・アンド・カンパニーについて 
JP モルガン・チェース・アンド・カンパニー(NYSE: JPM)は、世界各地に拠点を持ち、総資産 2.3 兆ド
ルを有する世界有数の金融サービス会社です。投資銀行業務、個人向け金融サービス、中小企業
向け金融サービス、コマーシャル･バンキング向け金融サービス、金融取引管理事務業務、資産運
用業務およびプライベート・エクイティ業務において業界をリードしています。JP モルガン・チェース
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は、ダウ・ジョーンズ工業株平均の構成銘柄として採用されており、「J.P.モルガン」、および「チェー
ス」のブランドの下で、米国の多数の個人のお客様と世界有数の事業法人・機関投資家・政府機関
の多くにサービスを提供しています。 
 
JP モルガン・チェースの情報は www.jpmorganchase.com にてご覧いただけます。 
 
株式会社NTTデータについて 
株式会社NTTデータは、世界中どこでも、あなたのイノベーション・パートナーです。東京を拠点とし、35
カ国超で業務を行っている当社は、当社のパートナーとの長期的なコミットメントを重視しています。当社
は、その世界的な規模とローカルな専門知識を合わせて、コンサルティングやシステムの開発から事業
のITのアウトソーシングまで、一流の専門サービスを幅広く提供します。当社は、革新のための顧客の希
望を共有し、顧客の将来的なニーズに関する洞察力および理解を通じて、当社の顧客や地域の繁栄を
実現する、新たな事業、サービスおよびソリューションを構想します。 
 
株式会社NTTデータの詳細は、www.nttdata.com/global/en/にてご覧いただけます。 
 

#   #   # 
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J.P. Morgan Partners with NTT DATA Corporation to Launch Innovative Multibank Cash 
Management Platform in Japan

New service streamlines management of multiple bank relationships, provides a single point of access 
globally and enhances operational efficiency for MNCs 

HONG KONG, May 7, 2012 - J.P. Morgan Treasury Services has launched an innovative Multibank Cash Management Service 
in Japan in partnership with leading IT solutions provider, NTT DATA Corporation. The service will provide multinational 
corporations operating in Japan with enhanced visibility and control over the movement of their cash. It can also serve as an 
effective tool within a company's business continuity framework.

The platform, which is now live, is a market leading bilingual treasury management infrastructure which will deliver significant 
benefits to multinational clients operating in Japan. Offering a single point of access globally to a corporation's accounts held 
with other banks in Japan, the Multibank Cash Management Service will provide greater visibility over a client's cash portfolios, 
robust control over the movement of funds across different operating entities and third-party enterprises, and faster 
connectivity and execution of transaction processing and reporting. 

Key features of J.P. Morgan's Multibank Cash Management Service include:

● The ability to maintain accounts with local banks
● A secure, single point of access with high-speed connectivity
● Enhanced access from within Japan and overseas
● Automated multibank cash concentration functionality
● A wider range of payment formats
● A simplified single payment file upload process
● Consolidated and consistent reporting globally
● Bilingual reporting in English and Japanese 

Further enhancements are planned for 2012, including connectivity to SWIFT. 

The Multibank Cash Management Service was developed with NTT DATA Corporation, one of Japan's leading providers of IT 
services and solutions. The new platform is a generational shift which addresses legacy market limitations and delivers 
improved flexibility, visibility and control of cash management for MNCs in Japan.  

Hans Janssens, Head of Treasury & Securities Services, Japan, J.P. Morgan, said: "For many decades, J.P. Morgan has played 
a key role in the development of Japan's financial markets infrastructure. The rollout of our Multibank Cash Management 
Service is an important next step in the evolution of the country's transaction banking sector, and we are delighted to again 
take a leading role in innovating for our clients and the broader financial community."  

Junichi Hashimoto, Product Manager, Cash Management, Japan, J.P. Morgan Treasury Services, added: "J.P. Morgan's market 
leading Multibank Cash Management Service will be instrumental in helping MNCs with operations in Japan significantly improve 
their treasury management processes. With greater visibility over their entire cash flow, they are better placed to redeploy their 
cash and achieve their strategic growth objectives."

Eiji Yamada, Director and Executive Vice President, NTT DATA Corporation, said: "NTT DATA has played an important role in 
supporting Japan's financial markets infrastructure. This new platform is a great opportunity to provide this NTT DATA 
Corporation solution for global MNCs. NTT DATA Corporation has grown a global business, and we aim to further develop our 
global business with this solution." 

The launch of J.P. Morgan's Multibank Cash Management Service underscores the firm's continued cash management 
leadership in Japan. More than 25 years ago, J.P. Morgan established the Tokyo Dollar Clearing system, which is now widely 
used as Japan's primary USD clearing platform. Since then, the firm has invested significantly in developing its cash 
management and trade finance solutions to continue delivering the highest levels of service to its global MNC and large 
domestic corporate and financial institution clients.  

About J.P. Morgan Treasury Services



J.P. Morgan's Treasury Services business is a full-service provider of innovative cash management, trade, liquidity and escrow 
services -- specifically developed to meet the challenges treasury professionals face today. More than 135,000 corporations, 
financial institutions, governments and municipalities in over 180 countries and territories entrust their business to J.P. Morgan. 
J.P. Morgan Treasury Services is one of the world's largest providers of treasury management services and a division of 
JPMorgan Chase Bank, N.A., member FDIC. More information can be found at www.jpmorgan.com/ts.  

About JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) is a leading global financial services firm with assets of $2.3 trillion and operations 
worldwide. The firm is a leader in investment banking, financial services for consumers and small businesses, commercial 
banking, financial transaction processing, asset management and private equity. A component of the Dow Jones Industrial 
Average, JPMorgan Chase & Co. serves millions of consumers in the United States and many of the world's most prominent 
corporate, institutional and government clients under its J.P. Morgan and Chase brands. Information about JPMorgan Chase & 
Co. is available at www.jpmorganchase.com.  

About NTT DATA Corporation
NTT DATA Corporation is your Innovation Partner, anywhere around the world. Headquartered in Tokyo with business 
operations in more than 35 countries, we emphasize a long-term commitment to our partners. We combine our global reach 
with our local expertise to deliver a range of premier professional services, from consulting and system development through to 
business IT outsourcing. We share our customers' aspiration for innovation, and we use our foresight and understanding of the 
future needs of our customers to envision new businesses, services and solutions that achieve prosperity for our customers 
and society. For further information on NTT DATA Corporation, please visit www.nttdata.com/global/en/. 
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