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※ご契約内容により表示されるメニューは異なります。 



  最大1961年以降の有価証券報告書を収録、約8,000社の全体像を簡単に読み取れます。                  

 はじめに：eol企業情報データベースの特長  
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  財務諸表等の数値データをEXCEL/CSV形式でダウンロードできます。                    

  業種や財務条件、キーワードによる横断的な企業検索が可能です                    

企業分析や企業活動の調査等、様々な場面で「ｅｏｌ」を、ご活用いただけます。 

有価証券報告書とは？ 

企業が自社の情報を外部に開示するために作成する報告書。毎年１回、有価証券を発行する企業が金融庁に提出する。 

財務諸表、事業内容、株主、役員、設備投資、研究開発、従業員、課題・・・など、さまざまな要素が書かれている。 

“企業情報の宝庫”とも呼ばれ、企業の実像がわかるので、企業研究に大変役立つ書類である。 

“企業情報の宝庫” 

設備 資金 

人材 

事業・業績 研究 

財務 

リスク 

有価証券 
  報告書 

MEMO 

上場会社を中心に約8,000社の情報をeolデータベース上でご覧いただけます。各社の有価証券報告書を目次単位で細分化して表示できるので、 
読みたい箇所を素早く確認できます。 業績推移、設備投資、研究開発、株主、従業員、事業課題・・・など様々な情報を簡単に閲覧可能、
事例の全体像が簡単にわかります。 有価証券報告書では最大1961年から収録しており、過去の企業活動の事例も収集できます。 

データの条件範囲を指定して、それに該当する企業をリストアップすることができます。 例えば小売業で売上高500億円以上の会社を調べ
ることができます。 また、特定のキーワードを使って、それに関連する企業を探すこともできます。 

有価証券報告書に記載されている財務諸表を数値データ化。 狙った会社の財務諸表をスピーディーに入手可能です。 
ダウンロード後は、EXCEL上で自由に加工が可能です。 
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4 基本機能 トップページとナビゲーション構成 

ダイレクト企業検索フィールド（常に表示されています） 

企業名または企業名の一部、証券コード、ＥＤＩＮＥＴコードでの検索が可能。 

複数社検索は、スペースを入れることにより検索可能 例）『三井物産 三菱商事』 

ログアウトボタン 

タブメニュー 

「検索」や「ダウンロード」など、
目的・書類別にメニュー化してお
ります。 

言語切替タグ 

インターフェースを日本語の他、英語、中国語、
に切り替えて使用できます。 

検索条件設定パネル 

文字の背景が濃くなっていれば
「ON」であり右の「選択した検

索条件」に現れます。 

ページTOPボタン 

いつでも、クリックすれば 

ページのTOPに戻れます。 

※ご契約内容により表示されるメニューは異なります。 

※ご契約内容により表示されるメニューは異なります。 



5 基本機能 メニュー構成「タブメニュー」と「プルダウンメニュー」と「サブメニュー」について  

タブメニュー 

・企業を選択後、各情報（コンテンツ）が収録されている内容を示しています。 

タブの下にはプルダウンメニューが表示されます。 

・各タブで実行できる機能がプルダウンメニューとして表示されます。 

・各プルダウンメニューはマウスオーバーするとハイライト表示されます。 

情報を検索・閲覧するため、機能に従い分類されています。 各メニューにマウスオーバーすることで、プルダウンメニューが現れます。 

画面下部にも同様のタブメニューが表示されます。 

プルダウンメニュー 

サブメニュー 

通貨切替機能 

・このボタンがあるページでは、表示通貨を切り替えることが可能です。 

※ご契約内容により表示されるメニューは異なります。 



⑥関連リンクの各アイコンをクリックすると、ｅｏｌに収録されている企業の各情
報ページに直接、表示ができます。 

（左から、基本情報（サマリー）、財務データ（有報）、財務データ（短信）、株
価情報、ランキング、企業ニュース、開示書類（全書類）） 

6 基本機能 － ダイレクト企業検索について 

①ダイレクト企業検索フィールド 

・企業名、証券コード、ＥＤＩＮＥＴコードで検索が可能 

・企業名の一部から正式な社名をサジェストする機能。 

・閲覧頻度の高い「開示書類（全書類）」をダイレクトに 

 表示するチェックボックスを装備。 

検索結果の表示 

②項目を指定し、昇順・降順にソート（ランキング機能) 

③チェックを入れて、「選択企業をウオッチリストに追加」ボタンをクリック後、グループを選択。 

④「ウォッチリストに追加」をクリックで追加されます。 

⑤企業名をクリック・・・『企業情報－基本情報』の表示。 

② 

⑤ 

③ 

⑥ 
『サマリー』 （企業
基本情報）の表示 

④ 

① 

ここにチェックを入れて検索す
ると、結果が一件の場合、 
開示書類(全書類）を表示します。 

正確に企業名を記憶していなくても、 
企業名をサジェストします。 

※ご契約内容により表示されるメニューは異なります。 



7 企業検索 － 企業基本情報 サマリー①   

【このメニューでは企業の基本情報を閲覧できます。】 

直近５年度分の業績 

財政状態 

キャッシュフロー 

企業情報 

海外売上高の過去5期分の推移 

株価情報 

（終値を1日1回更新） 

セグメント別の売上比率推移 

過去５期分 

企業基本情報 

サマリー②（次頁にて説明） 

※ご契約内容により表示されるメニューは異なります。 



8 企業検索 － 企業基本情報 サマリー②   

【このメニューでは企業の基本情報を閲覧できます。】 

①最新の有価証券報告書へのダイレクトリンク（別ウインドウで表示） 

②現在表示している企業の「直近一年分の要約財務データ」が 

 エクセル形式でダウンロードできます。 

③現在表示されている「ライバル企業」を企業ウォッチリストへ 

 登録します。 

④プルダウンメニューから有報の目次を選択し、現在表示されている、 

 「ライバル企業」の該当目次の一覧を表示します。 

 

① 

② 

③ ④ 

⑤現在表示されている「ライバル企業」の財務データをエクセル形式にて 

 比較できる一覧をダウンロードします。 

 →ウォッチリスト比較 ＞ 財務データ（要約財務） が表示されます。 

⑤ 

書類表示ウィンドウのアイコンについて 対象書類 

：前後３期比較画面の表示（新規追加） 
有価証券報告書／四半期報告書／半期報告書
（html） 

：前年度／次年度の同一ページに移動 
有価証券報告書／四半期報告書／半期報告書
（html・PDF） 

：前四半期／次四半期の同一ページに移動（新
規追加） 

有価証券報告書／四半期報告書／半期報告書
（html・PDF） 

：前ページ／次ページへ移動 全書類 

：ヘッダー情報付印刷用画面の表示 html 書類 

●書類表示ウィンドウの表示切替え機能について 
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【企業の様々な書類を閲覧・ダウンロードできます。】 

 ■閲覧・ダウンロードできる書類 

 ・決算短信/その他適時開示情報 

 ・金融商品取引法による開示書類等 

 ・有価証券報告書・半期報告書 

 ・財務データ（CSV） 

 ①「開示書類(全書類)」サブメニューをクリックします 
 ②該当企業の原文データを閲覧・ダウンロードできます 
 ファイル形式は、PDF・HTML形式となります 

取引所提出書類 

 その他適時開示情報／決算短信 

企業情報の閲覧・ダウンロード － 開示書類（全書類）① 

→期間を指定して当該企業の開示書類を 

 まとめてダウンロードする。 

→チェックボックスを指定して当該企業の開示書類を 

 まとめてダウンロードする。 

金融庁、その他開示書類 

 有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書及び添付書類  

 有価証券届出書・臨時報告書  

 大量保有報告書・変更報告書  

 公開買付届出書・公開買付撤回届出書・公開買付報告書・意見表明報告書・対質問回答報告書 

 親会社等状況報告書  

 発行登録書・発行登録追補書類・自己株券買付状況報告書・確認書・営業報告書・招集通知・定款・目論見書  

 内部統制報告書（HTMLのみ）  

 (定款・招集を除く)添付書類  

 訂正報告書  

※ダウンロードには上限があります。一度にダウンロードできるファイル数は100まで、容量は100ＭＢが上限となっています。 

※ご契約内容により表示されるメニューは異なります。 



10 ダウンロード設定について 

【ダウンロード時のフォルダ構成、 

        ファイル名の命名規則が設定できます。】 

  

 

①標準形式による、フォルダ構成及び命名規則にて 

  ダウンロードが開始されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ②格納するフォルダの作成方法を選択できます。 

  会社別、資料別、提出年別が選択できます。 

 ③Aのパネルから追加したい条件を選択しBの追加ボタンを押します。 

  該当の条件がDのパネルに移動したことを確認します。 

  条件を削除する場合は、Dのパネルから選択しCのボタンで削除します。 

  ファイル名標記の順序を入れ替える場合はFのボタンで入れ替えます。 

  例えば、社名（日本語）＋資料名（日本語）＋提出日 に設定。 

  ファイル名は  

             株式会社プロネクサス_有価証券報告書_20140627.PDF 

 となります。 

 

 

 

 

  ④リニューアル以前のファイル形式でもダウンロードが行えます。 

① 

② 

③ 

標準形式のファイル名 

拡張形式による 
現在設定されているファイル名 

A 
B 

C 

D 

F 

④ 
※ご契約内容により表示されるメニューは異なります。 
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有価証券報告書・半期報告書・四半期報告書（PDF） 

 有価証券報告書は最大1961年～ 

 半期報告書は1975年～ 

 有価証券報告書1994年以降は分割ファイルも提供。 

  ※必要な箇所にチェックを入れて、下部のボタンでダウンロードが可能。  

企業情報の閲覧・ダウンロード － 開示書類（全書類）② 

※ダウンロードには上限があります。一度にダウンロードできるファイル数は100まで、容量は100ＭＢが上限となっています。 

財務データ(CSV) 

 有価証券報告書の財務データを1989年～CSVファイルで提供。 

 複数ファイルのダウンロードも可能です。（最大51ファイルまで） 

  ※必要な箇所にチェックを入れて、下部のボタンでダウンロードが可能。 

※ご契約内容により表示されるメニューは異なります。 



        

12 企業情報の閲覧・ダウンロード － 財務データ（有報／短信） 

【要約（詳細）財務データをダウンロードする例】 

 メニューから要約財務タブを選択する。 

 ①対象とする開示書類を選択する。 

 ②閲覧したい財務諸表を選択します 

  【閲覧可能な財務データ】 

    連結－要約損益（及び包括利益）計算書  

    連結－要約貸借対照表  

    連結－要約キャッシュ・フロー計算書  

    連結－経営指標  

    連結－監査人  

    単体－要約損益計算書  

    単体－要約貸借対照表  

    単体－経営指標  

    単体－監査人  

    大株主  

    セグメント  

    R & D  

    連結－要約株主資本等変動計算書  

    単体－要約株主資本等変動計算書 

③どちらか形式を選んでボタンを押す。 

 （CSV／EXCEL形式） 

 各社の財務情報をグラフ・表形式で表示 

 

① 
② 

要約（詳細）財務データをダウンロード 

④ 

③ 

⑤ 
【原文（財務データＣＳＶ）】※財務諸表の原文データ 

 ⑦財務データＣＳＶをクリック→必要な財務データに 

  チェックを入れてダウンロードが可能です。 

【要約財務データを表示・グラフ化する】 

 メニューから要約財務タブを選択する。 

 ④対象とする開示書類・財務諸表・期間を選択します。 

  更新／チャート表示ボタンを押す。 

  下記の表が更新されます。 

 ⑤グラフ化する項目にチェックを入れます。（最大3っまで） 

  更新／チャート表示ボタンを押す。 

  設定された項目のグラフが生成されます。 

 ⑥比較する業種平均を選択することが可能です。  

⑥ 

⑦ 

●要約財務データ 
経年変化や企業間比較がスムーズにできるように、eolが予め科目を均した財務データです。 
全会社の科目が統一されているので、簡単に数値の比較が行えます。また、「経営指標」を 
選択していただくと、利益率や成長率など、計算済みの数値も用意しています。 

●原本（財務データCSV）（財務諸表そのままのデータ） 
有価証券報告書（1989年以降）・四半期報告書（2009年以降）の財務諸表を、そのままCSV形式で取
得できるファイルです。有価証券報告書の原文データとなりますので、「要約財務よりも詳細な科目を取得すること
ができます。 

A社 B社 C社 

 当期純利益 25635 

 当期純損失（－） -140128 

 当期純損失 2557 

A社 B社 C社 

  当期純利益 25635  -140128   -2557  

eolが科目名を統一（約200項目） 

経年比較・企業間比較が容易に！ 

（全社共通のテーブルにまとめた財務データ） 

             

※ご契約内容により表示されるメニューは異なります。 



13 企業情報の閲覧・ダウンロード － 株価情報    

【各企業の株価に関する情報を閲覧する】 

 ①「企業情報」タブの「株価情報」サブメニューをクリックします 

 ②最新の株価と関連指標（株価はリアルタイムではありません。 

  1日1回の終値での更新となります） 

 ③マウスでグラフ上に合わせると株価を表示できます 
 ④株価チャート上の▲マークをクリックすると、当該日（ ）以降に開示された 
  適時開示書類・決算短信がチャートの下に表示されます。 

 ⑤比較チャートをクリックして他企業や日経平均、外国為替と比較が可能です。 

  選択した期間を基準として株価の推移を比較します。 

  ※他企業は証券コードでの入力となります 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

※ご契約内容により表示されるメニューは異なります。 



14 企業情報の閲覧・ダウンロード － ランキング   

①「ランキング」メニューをクリックします。 

 ・サマリーは現在表示会社のランクの前後を表示します。 

 ・全件表示は設定された業種、科目（項目）に属する、 

  全社のランキングを表示できます。 

  

②閲覧したい業種を選択します。 

 ・財務データ（有報ベース）‐ 東証業種 

 ・財務データ（有報ベース）‐ 東洋経済業種 

 ・財務データ（有報ベース）‐ EDINET業種 

 ・財務データ（有報ベース）‐ FACTSET業種 

 ・決算短信データ（最新期）‐ 東証業種 

 ・決算短信データ（最新期）‐ 東洋経済業種 

 ・決算短信データ（最新期）‐ FACTSET業種 

 ・株価情報（直近終値ベース）‐ 東証業種 

 

 

＜閲覧可能な項目例＞ 

 ・売上高 

 ・売上総利益 

 ・営業利益 

 ・経常利益 

 ・税金等調整前当期純利益 

 ・当期純利益 

 ・株主資本利益率（ROE） 

 ・総資本利益率（ROA） 

 ・1株利益（円） 

  等 

 

③該当企業はハイライト表示されます 

① 

② 

③ 

【同業種他社と比較したランキングを閲覧する】 

※ご契約内容により表示されるメニューは異なります。 
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検索結果の表示 

⑥項目を指定し、昇順・降順にソート。 

⑦チェックを入れて、「選択企業をウオッチリストに追加」ボタンをクリック後、グループ
を選択し、「ウォッチリストに追加」をクリックで追加されます。 

⑧アイコンをクリック・・・各情報ページを表示。 

⑨企業名をクリック・・・『サマリー』 （企業基本情報）の表示。 

【各種属性を利用し、企業を絞り込む】 

 ①「企業検索」タブの「基本検索」プルダウンメニューをクリック。 

 ②検索条件を選択。 ※条件の背景が濃くなっている条件が、 

            右の「絞り込み条件に表示されている条件です。 

 ③各「絞り込み条件」を設定し、「検索」ボタンをクリック。 

 ④あらかじめ、検索結果の「表示件数」、「並び順」などが設定できます。 

 ⑤検索した履歴から、絞り込みを2重で適用することが可能です。 

① 

② ③ 

④ 

⑥ 

⑧ ⑦ 

企業絞り込み検索機能 － 企業検索 ＞ 基本検索  

各社の企業情報 ＞ サマリーを表示  

⑨ 

⑤ 

※ご契約内容により表示されるメニューは異なります。 



16 スクリーニング機能 － 企業検索 ＞ スクリーニング（数値・株価）  

※条件に対する 
数値の幅を 

設定できます。 

【数値・株価を利用し、企業を絞り込む】 

 ①「企業検索」タブの 

  「スクリーニング（数値・株価）」プルダウンメニューをクリック 

 ②スクリーニングの条件を設定 

 ③「検索」をクリック 

 ④ヒストリカルなスクリーニング（年月の範囲を指定して検索）も可能。  

③ 

⑤ 

⑥ 

検索結果の表示 

⑤指定の項目を昇順・降順にソート(ランキング機能) 

⑥チェックを入れて、「選択企業をウオッチリストに追加」ボタンでウオッチリストに追加が可能 

⑦企業名をクリック・・・『サマリー』 （企業基本情報）の表示 

② 

④ 

⑦ 

① 

検索結果をExcelで表示 

※条件に対する 
数値の幅を 

設定できます。 

※ご契約内容により表示されるメニューは異なります。 
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①「企業検索」タブの「株価情報検索」プルダウンメニューをクリック 

②【株価推移】では、指定会社の証券コード、期間を選択。 

③【株価ランキング】では、指定期間と項目を選択。 

① 

② ③ 

④指定の項目を昇順・降順にソート(ランキング機能) 

④ 

株価情報検索機能 － 企業検索 ＞ 株価情報検索   

④ 

特定の会社にて、指定された期間の株価が取得できます。 
特定の日付にて、指定された項目でランキング化されます。 

※ご契約内容により表示されるメニューは異なります。 
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①「書類検索」タブの「セグメント検索」プルダウンメニューをクリック 

②セグメント情報の「セグメントタイプ」を選択。 

 事業別セグメントの場合：事業内容 取扱商品・製品ボックスに文字を入力。 

 地域別セグメントの場合：国名・地域名ボックスに文字を入力。 

③各種数値データを絞り込み条件に追加する場合は、左の一覧をクリック 

 して背景が濃い状態にし、現れた右のボックスに数値を入力してください。 

セグメント情報検索 － 書類検索 ＞ テーマ検索 セグメント検索  

① 

③ 
② 

③ 

④ 

⑥ 

④検索結果一覧ウィンドウの下部のスクロールバーを右いっぱいまでスクロールすると、 

 「原文表示」が表示されます。 

⑤この各アイコンをクリックすると、該当の有価証券報告書の原文が表示されます。 

⑥検索結果はExcel・CSV形式にてダウンロードが可能です。 

⑤ 

※ご契約内容により表示されるメニューは異なります。 
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【書類名から書類条件を設定し、該当の文書を絞り込みます。】 

 ①「書類検索」タブの「書類別検索」プルダウンメニューをクリック。 

 ②組み合わせる検索条件を選択します。 

 ③書類条件を選択します。 

  「全書類」では、複数の種類の書類をまとめて検索が可能です。 

 ④対象書類の書類条件を設定します。 

  提出日、登録日、決算年月から選択し、期間を設定します。 

 ⑤「検索」ボタンをクリック 

⑥ ⑦ 

検索結果 

 ⑥社名をクリックするとサマリー(企業基本情報）へ 

 ⑦タイトルをクリックすると、該当書類を開きます。 

 ⑧チェックした会社の書類をまとめてダウンロードができます。 

 

提出書類別検索機能 － 書類検索 ＞ 書類別検索    

① 

② 

③ 
⑤ 

④ 

③で指定する書類に応じて、 

表示項目が切り替わります。 

⑧ 

※ダウンロードには上限があります。一度にダウンロードできるファイル数は100まで、 

 容量は100ＭＢが上限となっています。 

※ご契約内容により表示されるメニューは異なります。 



20     テーマ検索      書類検索 ＞ コーポレート・ガバナンス検索  

【書類名から書類条件を設定し、該当の文書を絞り込みます。】 

 ①「書類検索」タブの「コーポレート・ガバナンス検索」 

   プルダウンメニューをクリック。 

 ②組み合わせる検索条件を選択します。 

 ③「選択した検索条件」より会社属性情報、組織形態・資本構成等が 

  設定できます。 

 ④「検索」ボタンをクリック 

⑥ 

検索結果 

 ⑤社名をクリックするとサマリー(企業基本情報）へ 

 ⑥原文表示をクリックすると、書類を開きます。 

  

① 

② 

③ 

⑤ 
④ 

⑦ 

⑦検索結果のダウンロード（Excel) 

 対象企業一覧をExcel／CSV形式で 

 ダウンロード可能です。 

取締役関係 監査当委員会設置会社関係

　定款上の取締役員数 　監査当委員会（全委員数）

　定款上の取締役任期 　監査当委員会（社外取締役員数）

　取締役人数

　取締役（独立役員）人数 任意の委員会の関係

　指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無

監査役関係 　指名委員会に相当する任意の委員会（全委員数）

　定款上の監査役員数 　指名委員会に相当する任意の委員会（社外取締役員数）

　監査役人数 　報酬委員会に相当する任意の委員会（全委員数）

　社外監査役人数 　報酬委員会に相当する任意の委員会（社外取締役員数）

　社外監査役（独立役員）人数

その他

指名委員会等設置会社関係 　独立役員人数（社外取締役、社外監査役合計）

　指名委員会（全委員数） 　議決権電子行使プラットフォームへの参加

　指名委員会（社外取締役員数） 　　その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み

　報酬委員会（全委員数） 　招集通知（要約）の英文での提供

　報酬委員会（社外取締役員数） 　取締役報酬の開示状況

　監査委員会（全委員数） 　執行役報酬の開示状況

　監査委員会（社外取締役員数） 　報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無

　執行役員数 　買収防衛策の導入の有無

※ご契約内容により表示されるメニューは異なります。 
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④検索結果一覧の表示（表示件数上限300件） 

⑤『全て選択』でチェックボックスにチェック
を入れて選択。 

⑥『原文データ（印刷用）を開く』をクリック 

→別ウィンドウで検索結果を一覧出力可能。 

※直接『ヒット文書』をクリックでも個別表示
がされます。 

【キーワードでピンポイント検索】 

  ①「全文検索」タブの「全文検索」プルダウンメニューをクリック 

  ②書類指定、キーワード、検索条件を設定して検索をクリック。 

  ③書類の目次を選択して検索することも可能。 

 

（近傍検索）複数のキーワードの文字列から検索条件を指定 

⑥チェックをいれた結果の一覧表示画面。  

印刷に適したタテ表示とモニタ閲覧に適したヨコ表示が可能。 

※ヨコ表示は選択は３頁まで対応。 

④ 

⑤ 

⑥ 

内容全文検索機能 － 全文検索 ＞ 全文検索  

⑦検索結果のダウンロード（Excel) 

有価証券報告書の原文の対象企業一覧を 

Excel／CSV形式でダウンロード可能です。 

⑦ 

② 

③ 

① 

⑧ダウンロード設定画面が起動し、 

選択した書類がダウンロードできます。 

検索結果画面 

⑧ 

※ご契約内容により表示されるメニューは異なります。 
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【任意に選択した財務諸表、経営指標のデータを、Excelファイルでグラフを作成することができます。】 

  ①「ダウンロード」タブの「財務グラフダウンロード」プルダウンメニューをクリック 

  ②条件（最大5つまで）を設定して検索をクリック 

  ③検索条件一覧よりさらに絞り込み検索 

  

ダウンロード機能 － ダウンロード ＞ 財務グラフダウンロード  

有価証券報告書、決算短信から 
経営指標や財務諸表の科目を選
択 
（最大５つまで） 

検索結果から企業を選択、
Excelファイル（グラフ）をダウ
ンロード 

① 

② 

③ 

【検索結果より】 

④グラフ作成したい企業を（最大10社）を選択し、チェックを入れる 

⑤「検索結果からグラフを作成（最大10社）」をクリック。 

  Excelファイルでグラフが作成されます。 

  

④ 

⑤ 

※ご契約内容により表示されるメニューは異なります。 



23 比較機能 － ウォッチリスト比較 ＞ 企業情報  

【ウオッチリストに登録している企業の 

 サマリー（基本情報）データを比較する形式で閲覧できます】 

 ※一度に表示できるのは最大５社までです。 

 

  ①検索した企業をウオッチリストに登録しておきます。 

  ②「ウォッチリスト比較」タブの「企業情報」をクリック。 

  ③比較したいウォッチリストのグループ 

  ④比較したい項目を選択し、 

  ⑤更新ボタンを押します。  

  ⑥「印刷用ページを開く」をクリックすると 

   印刷用にレイアウトされたページが開きます。 

 

 比較項目 

 ・企業基本情報  ・セグメント情報  ・セグメント別売上 

 ・海外売上高   ・株式関連情報   ・株価チャート  

② 

③ 

セグメント別売上高‐5期推移 

海外売上高比率‐5期推移 

④ ⑤ 

⑥ 

企業基本情報 

※ご契約内容により表示されるメニューは異なります。 



【ウオッチリストに登録している企業の経営指標や要約財務データを、他社比較形式で表示、ダウンロードができます。】 

 ※要約財務データ(有報ベース）はＣＳＶ形式でのダウンロードや比較チャートの表示が可能です 

 

 ①「 ウォッチリスト比較」タブより、 

  「財務データ（要約財務）」をクリック。 

24 比較データ取得機能 － ウォッチリスト比較 ＞ 財務データ（要約財務） 

【他社比較形式で要約財務諸表や経営指標、 

           比較チャートを表示】 

 

  ④ウォッチリストグループ、データソース、年度、 

   財務諸表を選択して、「表を更新」をクリック。 

 

  ⑤ページ下部の表が選択した項目に切り替わる。 

 

  ⑥比較チャート（グラフ）を表示したい企業の 

   チェックボックスを選択、別ウィンドウで比較 

   チャートを表示をクリックする。 

 

  ⑦別ウィンドウで比較チャートが 

           表示されます。（最大５社） 

② 

⑦ 

⑥ 

⑤ 

④ 

③ 

① 

【他社比較形式でデータをダウンロード】 

 

  ②データをダウンロードしたいウォッチリスト 

   グループ（ウォッチリスト内からも取捨選択 

   できます。）、企業、年度、財務諸表、対象書類、 

   金額単位を選択。 

   

  ③要約財務データダウンロードボタンをクリック 

⑥ 

⑤ 

※ご契約内容により表示されるメニューは異なります。 



25 業種分析機能 － 業種分析 ＞ 業種分析（ランキングサマリー）       

① 

② 

※ご契約内容により表示されるメニューは異なります。 

【このメニューでは、業種別のランキングを閲覧することができます】 

 

①「業種分析」タブの「業種分析（ランキングサマリー」プルダウンメニューをクリックします。 

②閲覧したい業種タイプおよび業種を選択します。 

 ・財務データ（有報ベース）‐ 東証業種 

 ・財務データ（有報ベース）‐ 東洋経済業種 

 ・財務データ（有報ベース）‐ EDINET業種 

 ・財務データ（有報ベース）‐ FACTSET業種 

 ・決算短信データ（最新期）‐ 東証業種 

 ・決算短信データ（最新期）‐ 東洋経済業種  

 ・決算短信データ（最新期）‐ FACTSET業種 

 ・株価情報（直近終値ベース）‐ 東証業種 

 

 【閲覧可能な項目例 １）財務データ（有報ベース）－東証業種】 

  ・売上高(百万円) 

  ・売上総利益(百万円) 

  ・営業利益(百万円) 

  ・経常利益(百万円) 

  ・税金等調整前当期純利益(百万円) 

  ・当期純利益(百万円) 

  ・株主資本利益率(ROE)(％) 

  ・総資本利益率(ROA)(％) 

  ・1株利益(円) 

  ・資産合計(百万円) 

  ・純資産合計(百万円) 

  ・株主資本比率(％) 

  ・営業ＣＦ(百万円) 

  ・投資ＣＦ(百万円) 

  ・財務ＣＦ(百万円) 

  ・現金同等物期末残高(百万円) 

  ・有利子負債(百万円) 

  ・従業員数(名) 

  ・平均年収(千円) 

  ・平均勤続年数(年) 

  ・平均年齢(歳)  

※ご契約内容により表示されるメニューは異なります。 



26 業種分析機能 － 業種分析 ＞ 業種平均比較     

【このメニューでは、業種平均での比較を行うことができます】 

 

 ①「業種分析」タブの「業種平均比較」プルダウンメニューを選択します。 

 ②「業種タイプ」「比較対象項目」「年度を選択」を選択。 

 ③選択した業種（最大５業種）の比較チャート表示。 

 ④表示している内容をExcel／CSV形式にて、ダウンロードできます。 

② 
③ 

④ 

① 

※ご契約内容により表示されるメニューは異なります。 



日本 

韓国 

台湾 

フィリピン 

シンガポール 
インドネシア 

オーストラリア 

ニュージーランド 

中国 

香港 

ベトナム 

タイ 

マレーシア 

インド 

ロシア 【新規収録地域】 

27 

【アジア圏企業情報データベースから、企業情報が取得できます】 
 
  ①企業名の入力欄に、調べたい企業名を英語で入力 
  （各証券番号にても検索可能。） 
 
  ②検索ボタンをクリック。 

① 

【ご参考】アジア圏企業 － 基本情報検索機能      

収録地域が拡大しました。 
 
・日本 
・中国 
・台湾 
・香港 
・韓国  
・タイ  
・シンガポール 
・マレーシア 
・フィリピン 
 
上記、9地域に加え、 
 
（※オプション契約です。） 
・インドネシア 
・ベトナム 
・インド 
・オーストラリア 
・ニュージーランド 
・ロシア 
こちらの6地域が、 
新たな収録対象となりました。  


