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3①基本機能

基本機能－トップページとナビゲーション構成

①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、TDB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』

④ログアウト

終了時はここをクリッ
ク

②ウオッチリスト機能

・検索した企業等をウオッチリストに登録するこ
とで、再度検索する手間を省きます。

・ウオッチリスト機能を使って、後述する一括ダ
ウンロード機能や比較分析機能を利用できま
す。

・IPアドレス認証の場合、ウオッチリストはログ
アウト毎に使い捨てとなります。

・ID/PW認証の場合、ウオッチリストはログアウ
ト後も保存されます。

③「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。



4①基本機能

基本機能－「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

①「タブメニュー」

・eol データベースでは、ページ上段に並ぶタブメニュー（以下「タブ」と省略）によって、情報を検索・閲覧するための履歴や機能が分類されています。

・各タブはクリックして選択するとハイライト表示されます。ご契約メニュー以外のタブはクリックできないようになっています。

・タブにマウスオーバーするとプルダウンメニューを表示します。プルダウンメニューも選択したものがハイライト表示されます。

②「プルダウンメニュー」

・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。ご契約メニュー以外のプルダウンメニューはクリックできないようになっています。

③「サブメニュー」

・企業を選択後で、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。



5②企業検索 － ダイレクト企業検索について

ダイレクト企業検索

①ダイレクト企業検索フィールド

常に上部にダイレクト検索メニューが表示されます

・企業名、証券コード、ＥＤＩＮＥＴコード、TDB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』

・企業名の一部でも検索可能

例） 『物産』→三井物産を表示

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、グループを選択し、「ウォッチリストに追
加」をクリックで追加されます

④アイコンをクリック・・・各情報ページを表示

⑤企業名をクリック・・・『企業情報－基本情報』の表示

②

④③

①

⑤

関連リンクのアイコンをクリックすると、各情報ページを表示

「基本情報」 「短信財務」 「ランキング」 「開示書類」

「 有報財務」 「株価情報」 「企業ニュース」

『サマリー』 （企業基本
情報）の表示
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「サマリー」サブメニュー

③企業情報の閲覧・ダウンロード － 企業基本情報

このメニューでは企業の基本情報を閲覧できます

①をクリック→詳細を表示

企業基本情報

①をクリック→詳細を表示

新の有価証券報告書へのダイレクトリンク

株価情報（終値を1日1回更新）

新の業績

新の財政状態・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

①

セグメントの売上比率

過去５期分の推移



7③企業情報の閲覧・ダウンロード － 有報メニュー（有価証券報告書データ）

「有報メニュー」サブメニュー（XBRL要約財務データ）

【XBRL要約財務データ】

①「有報メニュー」サブメニューの

「XBRL要約財務データ」をクリックします

②閲覧したい財務諸表を選択します

【閲覧可能な財務諸表】

１：連結ー経営指標

２：連結ー要約損益計算書

３：連結ー要約貸借対照表

４：連結ーキャッシュフロー計算書

５：単体ー経営指標

６：単体ー要約損益計算書

７：単体ー要約貸借対照表

８：単体ー要約キャッシュフロー計算書

③各社の財務情報をグラフ・表形式で閲覧で
きます

④要約財務データをCSV／EXCEL形式でダウ
ンロード

①

②

④
要約財務データをダウンロード

このメニューでは、有価証券報告書をベースとした要約財務諸表を閲覧・ダウンロードできます

③



8③企業情報の閲覧・ダウンロード － 有報メニュー（有価証券報告書データ）

「有報メニュー」サブメニュー（XBRL詳細財務データ）

詳細の財務データを確認、ダウンロードが可
能

①「有報メニュー」タブの「XBRL財務データ」を
クリック

②詳細財務データをEXCEL/CSV形式でダウ
ンロードが可能

③表示したい財務諸表、年度を選択して更新
ボタンをクリックする

④詳細財務データのグラフ、表が表示される。

⑤選択した財務諸表の科目を全て表示する

損益計算書、貸借対照表、キャッシュフ
ロー計算書、経営指標を選択して表示
が可能です。

選択した財務諸表を
全展開し表示

選択した財務諸表を
CSV形式で出力

３種の財務データについて

・XBRL要約財務データ

eolが独自に代表的な科目に集
約し作成したデータ。

全企業か簡単に比較が可能。
また、業種平均も算出し、平均
との比較も可能に。

データ収録期間は2001年以降
を収録。

・XBRL詳細財務データ

eolが独自に開発したタクソノ
ミーを使い他社との詳細な財務
データでの比較が可能に。

金融庁では24業種に分けれて
いるものが、eolでは1業種に集
約され科目数も経営指標を合
わせて約1600科目と詳細に比
較分析が可能に。

また、科目別にダウンロードも
可能で一括で特定科目のデー
タをダウンロードできます。

データ収録期間は2005年以降
を収録。

・財務データCSV

企業が提出した財務諸表その
ままをCSV化したデータ。

提出した通りで詳細のデータが
入手できるが、他社との比較が
難しい。

データ収録期間は上場企業が
1989年以降を、非上場企業が
1998年以降を収録。

memo

①

②

③

④

⑤
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「株価情報」サブメニュー

③企業情報の閲覧・ダウンロード － 株価情報

このメニューでは各企業の株価に関する情報を閲覧できます

①「企業情報」タブの「株価情報」サブタブメニューをクリックします

② 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。終値1日1回の更新となります）

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株価チャートを「1ヶ月」「3ヶ月」「6ヶ月」「1年」「2年」に切り替え可能です

また、追加したい指標等を設定し、「更新」をクリックで表示します

⑤比較チャートをクリックして他社や日経平均、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

※他社の選択は証券コードでの入力となります

①

②

③

④

⑤



10③企業情報の閲覧・ダウンロード － ランキング

「ランキング」サブメニュー

このメニューでは、同業種と比較したランキングを閲覧することができます

①「企業情報」タブの「ランキング」サブメニューをクリックします

②閲覧したい業種を選択します。

１） 東証業種－ 新期決算短信（+株式関連情報）

２） 東証業種－有報ベース

３） 金融庁（ＥＤINET）業種－有報ベース

【閲覧可能な項目例 １）東証業種－ 新期決算短信】

・売上高（実績・予想）

・売上高成長率（予想）

・経常利益（実績・予想）

・経常利益成長率（予想）

・当期利益（実績・予想）

・当期利益成長率（予想）

・時価総額（直近終値ベース）

・株価収益率ＰＥＲ（実績・予想）

・株価売上高倍率ＰＳＲ（実績・予想）

・株価純資産倍率ＰＢＲ（実績）

・株価営業ＣＦ倍率（実績）

・１株利益ＥＰＳ（実績）

・１株営業ＣＦ（実績）

・１株配当ＤＰＳ（実績・予想）

・配当利回り（実績）

③該当企業はハイライト表示されます

①

②

③
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「電子ライブラリ（全書類）」サブメニュー

このメニューでは、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】

１：決算短信/その他適時開示情報

２：証券取引法による開示書類等

３：有価証券報告書・半期報告書

４：財務データ（CSV)

①「電子ライブラリ(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

決算短信／その他適時開示情報

有価証券報告書(PDF)・半期報告書(PDF) 

金融商品取引法による開示書類 等

決算短信／その他適時開示情報をＰＤＦ形式で提供

※コンテンツ検索では、タイトルキーワードでの検索も可能

有価証券報告書、半期報告書はｈｔｍｌ形式およびＰＤＦ形式で提供

招集通知、臨時報告書、訂正報告書などの制度開示書類も網羅

有価証券報告書本決算は１９８４年～

半期報告書は１９９７年～

有価証券報告書本決算は１９９４年以降は分割ファイルも提供

①

※必要な箇所にチェックを入れて、まとめてダウンロード可能

②

③企業情報の閲覧・ダウンロード － 全開示書類情報
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検索結果の表示

⑤項目を指定し、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

⑦アイコンをクリック・・・各情報ページを表示

⑧企業名をクリック・・・『サマリー』 （企業基本情報）の表示

業種・・・飲料製造業

取引所・・・東証一部

検索結果表示・・・本社所在地

（条件設定例）

「企業検索」タブ －「基本企業検索」プルダウンメニュー

①「企業検索」タブの「企業基本情報」プルダウンメニューをクリック

②企業属性情報を記入。チェックボックスにチェックを入れる

③「検索実行」をクリック

④会社名-五十音を選択することも可能

①

②

③

④

⑤

⑦⑥

④企業検索機能 － 企業絞込み検索

『サマリー』 （企業基本
情報）の表示

⑧

関連リンクのアイコンをクリックすると、各情報ページを表示

「基本情報」 「短信財務」 「ランキング」 「開示書類」

「 有報財務」 「株価情報」 「企業ニュース」
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「企業検索」タブ－ 「数値情報検索」プルダウンメニュー

④企業検索機能 － スクリーニング機能

①「企業検索」タブの「数値情報検索」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（年度を）

①

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」ボタンを押せばウオッチリストに追加されます

⑦企業名をクリック・・・『サマリー』 （企業基本情報）の表示
【数値情報検索で設定可能な項目一覧】
通常のスクリーニング（上場／ 新期のみ）
株価（直近終値）/発行済株式総数/時価総額（直近終値ベース）/実績・株価収益率（ＰＥＲ）/予想・株価収益率（ＰＥＲ）/実績・株価純資産倍率（ＰＢＲ）/実績・株価売上高倍率（ＰＳＲ）/予想・株価売上高倍率（ＰＳＲ）/実績・株価営業ＣＦ倍率（ＰＣＦＲ）/実績・売上高/予想・売上高/予想・
売上高成長率/実績・営業利益/実績・営業利益率/予想・営業利益/予想・営業利益率/予想・営業利益成長率/実績・経常利益/実績・経常利益率/予想・経常利益/予想・経常利益率/予想・経常利益成長率/実績・当期利益/実績・当期利益率/予想・当期利益/予想・当期利益率/予
想・当期利益成長率/実績・１株利益（ＥＰＳ）/予想・１株利益（ＥＰＳ）/予想・１株利益成長率/実績・調整後１株利益/実績・１株配当（ＤＰＳ）/予想・１株配当（ＤＰＳ）/予想・１株配当（ＤＰＳ）成長率/実績・配当利回り/予想・配当利回り/実績・配当性向/実績・配当金総額/実績・純資産配
当率/実績・１株純資産（ＢＰＳ）/実績・１株営業ＣＦ（ＣＦＰＳ）/実績・ＲＯＥ/実績・ＲＯＡ/実績・純資産倍率/実績・純資産/実績・総資産/実績・資本金/実績・有利子負債/実績・営業キャッシュ・フロー/実績・投資キャッシュ・フロー/実績・財務キャッシュ・フロー/実績・現金同等物期末残高
/主セグメント比率/海外売上高比率/出来高/株価(終値）・前日比騰落率/株価(終値）・前日比騰落幅
ヒストリカルスクリーニング●連結経営指標 １株純資産/１株利益/調整後１株利益/株価収益率/株主資本利益率（ＲＯＥ）/総資本利益率(ＲＯＡ)/総資本経常利益率/売上高成長率/売上高粗利益率/粗利益成長率/売上高営業利益率/営業利益成長率/経常利益成長率/売上高経常
利益率/売上高当期利益率/当期利益成長率/株主資本比率/流動比率/固定比率/総資本回転率/株主資本回転率/固定資産回転率/従業員数/(従業員）１人当たり売上/(従業員）１人当たり営業利益/(従業員）１人当たり経常利益/(従業員)１人当たり当期利益/海外売上高比率●連
結ＰＬ及びＣＩ 売上高/売上原価/売上総利益/販売費及び一般管理費/営業利益/営業外収益/営業外費用/経常利益成長率/特別利益/特別損失/税金等調整前当期純利益/法人税、住民税及び事業税/法人税等調整額/少数株主利益/当期純利益/少数株主損益調整前当期純利
益/その他の包括利益/包括利益●連結ＢＳ 現金及び預金/流動資産/有形固定資産/無形固定資産/投資その他の資産/固定資産回転率/繰延資産/資産合計/流動負債/固定負債/有利子負債/負債合計/特別法上の引当金・準備金/少数株主持分/資本金/資本剰余金/利益剰余
金/自己株式/株主資本合計/その他の包括利益累計額(評価・換算差額等)/新株予約権/資本合計/少数株主持分/純資産合計/負債・純資産合計●連結ＣＦ 営業ＣＦ/投資ＣＦ/財務ＣＦ/現金同等物期末残高●単体経営指標 １株純資産/１株利益/調整後１株利益/１株配当/配当
性向/株価収益率/株主資本利益率（ＲＯＥ）/総資本利益率（ＲＯＡ）/総資本経常利益率/売上高成長率/売上高粗利益率/粗利益成長率/売上高営業利益率/営業利益成長率/売上高経常利益率/経常利益成長率/売上高当期利益率/当期利益成長率/株主資本比率/流動比率/固定
比率/総資本回転率/株主資本回転率/固定資産回転率/従業員数/平均年収/平均年齢/平均勤続年数/(従業員)１人当たり売上/(従業員)１人当たり営業利益/(従業員)１人当たり経常利益/(従業員)１人当たり当期利益/持分法による投資利益/発行済株式総数●単体ＰＬ 売上高/売
上原価/売上総利益/販管費/営業利益/営業外収益/営業外費用/経常利益/特別利益/特別損失/税引前当期純利益/法人税等/法人税等調整額/当期純利益●単体ＢＳ 現金及び預金/流動資産/有形固定資産/無形固定資産/投資その他の資産/固定資産回転率/繰延資産/資
産合計/流動負債/固定負債/有利子負債/特別法上の引当金・準備金/負債合計/資本金/資本剰余金/利益剰余金/自己株式/株主資本合計/評価・換算差額等合計/新株予約権/資本合計/純資産合計/負債・純資産合計●単体ＣＦ 営業ＣＦ/投資ＣＦ/財務ＣＦ/現金同等物期末残高

②

③

②

④

⑦
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「企業検索」タブ－ 「XBRL数値情報検索」プルダウンメニュー

詳細財務データを使って、指定した財務数値条件に当てはまる企業をリストアップできます。 大5科目まで掛け合せが可能です。

科目別の数値条件 ×業種 該当企業の一覧化 企業リストをCSVデータ出力

eolのデータベース上で簡単に実現

指定した科目の数値条件にあてはま
る企業をリストアップします

指定した科目の数値条件にあてはま
る企業をリストアップします

数値の大きい順、小さい順にソートも可
能、
ランキングの作成もできます

数値の大きい順、小さい順にソートも可
能、
ランキングの作成もできます

CSV形式ダウンロード
検索結果に表示された企業データをCSV出力。
企業リストとして活用できます。

スクリーニング・選択科目一覧

<損益計算書>売上高・営業収益・経常収益等 売上高 営業収益 経常収益 金融収益 営業収入 売上原価 商品売上原価 製品売上原価 商品及び製品 売上原価 売上原価 売上総利益 売上総利益加減算項目 差引売上総利益 販売費及び一般管理費・その他営業費用 営業費用 金融機関等の営業費用 金融
費用 販売費及び一般管理費 人件費 従業員給与・手当及び賞与 従業員退職金等 役員報酬 役員賞与 役員退職金等 外部報酬 減価償却費 研究開発費等 広告宣伝費・販売促進費 見本費 のれん償却額 引当金繰入額 販売費 一般管理費 販売費及び一般管理費 その他の販売費及び一般管理費 営業利
益 営業外収益 受取利息・配当金 手形売却益 仕入割引 為替差益 持分法による投資利益 資産処分益・評価益等 デリバティブ評価益 受取手数料 その他営業外収益 営業外費用 支払利息・割引料 売上 割引 手形売却損 為替差損 持分法による投資損失 資産処分損・評価損等 デリバティブ評価損 支払手
数料 減価償却費 繰延資産償却費 その他営業外費用 経常利益 特別利益 資産処分益・評価益等 為替差益 退職給付会計関連一時利益 その他特別利益 特別損失 資産処分損・評価損等 為替差損 役員退職慰労金 退職給付会計関連一時損失・費用 リストラ関連損失・費用・引当金繰入額 関係会社の整
理・支援に伴う損失・引当金繰入額 訴訟関連損失・費用・引当金繰入額 貸倒損失 その他特別損失税引前当期純利益 法人税等 法人税 住民税及び事業税 法人税等調整額 法人税等還付税額 過年度法人税等 法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額 少数株主利益 当期純利益

<貸借対照表>資産の部 流動資産 当座資産 現金及び預金 売上債権 金融機関等の営業債権 有価証券等 たな卸資産 商品及び製品 販売用不動産製品 仕掛品 原料及び材料 貯蔵品 その他のたな卸資産 短期貸付金等 短期貸付金 1年内回収予定の長期貸付金 関係会社短期貸付金 1年内回収
予定の関係会社長期貸付金 株主、役員又は従業員に対する短期債権 関係会社短期債権 その他の短期貸付金等 前渡金未収利息未収収益 立替金 前払費用 預け金 関係会社預け金 未収入金 関係会社未収入金 繰延税金資産 その他流動資産 金銭信託 デリバティブ債権 リース債権及びリース
投資資産 営業外受取手形 貸倒引当金 仮払金 未収租税公課 保管有価証券等 差入保証金 投資損失引当金 その他流動資産 貸倒引当金 固定資産 有形固定資産償却性有形固定資産 非償却性固定資産 無形固定資産 のれん ソフトウエア 知的財産権 借地権 信託借地権 施設利用権 その他無
形固定資産 投資その他の資産 長期投資等 長期貸付金等 長期預金 長期前払費用 長期預け金 長期未収収益 長期未収入金 繰延税金資産 その他投資等 貸倒引当金 減価償却累計額 減損損失累計額 減価償却累計額及び減損損失累計額 繰延資産 創立費 開業費 株式交付費 社債発行費 開
発費 社債発行差金 その他の繰延資産 負債の部 流動負債 買入債務 金融機関等の営業債務 短期借入金等 引当金 未払費用 前受金 預り金 未払金 前受収益 繰延税金負債 その他流動負債 固定負債 長期借入金等 社債 長期債務 引当金 長期前受金 長期前受収益 長期未払金負ののれん 繰
延税金負債 その他固定負債 特別法上の準備金 特別法上の引当金 純資産の部 株主資本 資本金 新株式申込証拠金 本剰余金 利益剰余金 自己株式 自己株式申込証拠金 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 土地再評価差額金 為替換算調整勘定 その他の評価・換算
差額等 新株予約権自己新株予約権 少数株主持分

<キャッシュフロー計算書>営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 定期預金の純増減額 有価証券及び投資有価証券の純増減額 有形固定資産及び無形固定資産の純増減額 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収支の純増減額 連結の範囲の変更を伴う子会社
株式の売却による収支の純増減額 貸付金等の純増減額 出資金の純増減額 利息及び配当金の受取額 営業譲受に伴う支出 営業譲渡に伴う収入 その他の投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 借入金及びコマーシャル・ペーパー、社債の純増減額 株式の発行等による収
入 自己株式の純増減額 配当金の支払額 利息の支払額 その他の財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物に係る換算差額 現金及び現金同等物の増減額 現金及び現金同等物の期首残高 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 合併に伴う現金及び現金同等物の増減
額 現金及び現金同等物の期末残高

<経営指標>１株当たり当期純利益金額（EPS) 潜在株式調整後１株当たり当期利益金額 １株当たり株主資本（BPS) １株当たり純資産額 １株当たり配当額 配当性向 配当利回り 株価収益率 PEGレシオ 株価純資産倍率（PBR) 株価売上高倍率（PSR) 分析上の資本と利益の金額 事業利益 資本利益率
使用総資本事業利益率（ROA) 経営資本営業利益率 自己資本当期純利益率（ROE） 使用総資本経常利益率 段階別売上高利益率 売上高総利益率 売上高営業利益率 売上高事業利益率 売上高経常利益率 売上高当期純利益率 売上高費用比率 売上原価率 売上高販管費比率 売上高金融費用比率
資本回転率 使用総資本回転率 経営資本回転率 自己資本回転率 売上債権回転率 売上債権回転期間 棚卸資産回転率 棚卸資産回転期間 有形固定資産回転率 手元流動性比率 仕入債務回転率 仕入債務回転期間 従業員数 従業員１人当たり売上高 従業員１人当たり営業利益 従業員１人当たり経
常利益 従業員１人当たり当期純利益 労働生産性 粗付加価値 付加価値率 労働装備率 設備生産性 付加価値分配率 労働分配率 設備分配率 実物資本分配率 他人資本分配率 株主分配率 資本生産性 流動比率 当座比率 固定比率 固定長期適合率 負債比率 自己資本比率 有利子負債 有利子負債
比率 有利子負債依存度インタレスト・カバレッジ・レシオ 売上高成長率 従業員１人当たり売上高成長率 売上総利益成長率 営業利益成長率 経常利益成長率 当期純利益成長率 １株当たり利益成長率 総資本（総資産）成長率 自己資本成長率 １株当たり純資産成長率 従業員数の増加率 付加価値成長
率 サステイナブル成長率 １株当たり配当成長率 営業キャッシュフロー比率（キャッシュフローマージン) 営業キャッシュフロー対流動負債比率 営業キャッシュフロー対設備投資比率 営業キャッシュフロー対純利益比率 １株当たり営業キャッシュフロー 経常収支比率 収支に基づくインタレスト・カバレッジ・レ
シオ 有利子負債返済年数 フリーキャッシュフロー 決算日 決算日 株価期中平均 株式数 期末株式数 決算日時価総額 発行済株式総数 平均年齢 平均勤続年数 平均年収 連結子会社数 非連結子会社数 海外小会社数 監査報酬額 その他報酬額 役員数 役員報酬額 研究開発費 設備投資額 従業員1
人当たり福利厚生費 EBITDA  EVITA EVITDAマージン EV/EBITDA倍率

④企業検索機能 － XBRL詳細スクリーニング機能
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「企業検索」タブ－ 「株価情報検索」プルダウンメニュー

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指定会社の証券コード、期間を選択

③株価ランキング機能の場合は、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

④企業検索機能 － 株価情報検索機能
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「書類検索」タブ－ 「種類別検索」プルダウンメニュー

①「企業検索」タブの「種類別検索」プルダウンメニューをクリック

②コンテンツ（書類）を選択

③検索する企業が決まっている場合は、企業名、証券コード、EDINETコード、TDBコードを入力

④対象書類の提出時期や業種、取引所等の条件を設定

⑤「検索実行」をクリック

①

②

③

⑤

⑥ ⑦

検索結果の表示

⑥社名クリックするとサマリー(企業基本情報）へ

⑦タイトル名をクリックすると、ファイルを開きます。

④

⑤書類検索機能 － コンテンツ検索機能

②で指定するコンテンツ（書類）に応じて条件が切り替わります
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「書類検索」タブ－ 「内容全文検索」プルダウンメニュー

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。

①「書類検索」タブの「内容全文検索」プルダウンメニューをクリック

②検索するキーワードやその他の検索条件を設定して検索をクリック。

③書類の詳細な目次も選択可能

⑥チェックをいれた結果の一覧表示
画面。

有価証券報告書の検索対象箇所
をハイライト表示。

HTML（テキスト）形式の為、有価
証券報告書の中からピンポイントで
検索可能。

※直接『ヒット文書の箇所』をクリック
でも個別に詳細表示いたします。

①②

④

⑤

⑥

⑤書類検索機能 － 内容全文検索機能

⑦検索結果のダウンロード（CSV)

有価証券報告書の原文の対象
企業を加工可能なCSV形式でダウ
ンロード可能です。

③

⑦
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「WL比較/ダウンロード」タブ－ 「企業情報」プルダウンメニュー

⑥比較機能 － 企業情報比較機能

このメニューでは、ウオッチリストに登録している企業の要約財務データを

他社比較形式で閲覧できます

※一度に表示できるのは 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「 WL比較/ダウンロード」タブの「企業情報比較」をクリック

③比較したいウォッチリストのグループ、

比較したい項目を選択

【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

セグメント別売上比較

海外売上高比較
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「 WL比較/ダウンロード」タブ－ 「XBRL要約財務データ」プルダウンメニュー

【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る（ 大５社）

②

⑦

このメニューでは、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「 WL比較/ダウンロード」タブより「XBRL要約財務データ」をクリック

【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、企業、年度、財務諸表を選択

③要約財務データダウンロードボタンをクリック

⑥

⑤

④

③

①



20⑥比較機能 － XBRL詳細財務データ比較

「 WL比較/ダウンロード」タブ－ 「XBRL詳細財務データ」プルダウンメニュー

【他社比較形式で詳細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る（ 大５社）

②

⑦

このメニューでは、ウオッチリストに登録している企業の経営指標や詳細財務データを、他社比較形式で表示、ダウンロードができます。

※詳細財務データ(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「 WL比較/ダウンロード」タブより「XBRL詳細財務データ」をクリック

【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、企業、年度、財務諸表を選択

③詳細財務データダウンロードボタンをクリック

⑥

⑤

④

③

①

※各財務諸表で比較できる項目は、XBRL数値情報検索と同一となっております。

各科目の詳細の一覧については、 「⑧XBRL詳細財務データ－XBRLスクリーニング機能」
を参照ください。
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「 WL比較/ダウンロード」タブ－ 「 XBRL科目一括ダウンロード 」プルダウンメニュー

科目を選択して、その科目で計上されている数値をすべてCSV形式ファイルでダウンロードすることができます。
科目は大分類から小分類まで選択できます。（約1,600科目のなかから選択可能）

例えば、全上場会社の損益計算書のなかから、『運賃・荷造費・保管料』や『売上高』を一括でダウンロードできます。
パソコン上で簡単に、各社の数値を比較できます。さらに、EXCEL上で各社の指標（対売上高比など）を簡単に計算し
て集計していただけます。

さらに、そのままEXCEL上で
指標を算出することも簡単！

さらに、そのままEXCEL上で
指標を算出することも簡単！

指定の科目データ一覧を、
CSVファイル形式で一括ダウ
ンロード

指定の科目データ一覧を、
CSVファイル形式で一括ダウ
ンロード

最初に損益・貸借等の財務
諸表を選択し、勘定科目を
探します。ツリー構造に
なっているので目的の勘定
科目も簡単に探せます。

最初に損益・貸借等の財務
諸表を選択し、勘定科目を
探します。ツリー構造に
なっているので目的の勘定
科目も簡単に探せます。

⑦分析機能 － XBRL科目一括ダウンロード
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「業種分析」タブ－ 「業種別ランキング」プルダウンメニュー

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「業種別ランキング」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。

１） 東証業種－ 新期決算短信（+株式関連情報）

２） 東証業種－有報ベース

３） 金融庁（ＥＤINET）業種－有報ベース

【閲覧可能な項目例 １）東証業種－ 新期決算短信】

・売上高（実績・予想）

・売上高成長率（予想）

・経常利益（実績・予想）

・経常利益成長率（予想）

・当期利益（実績・予想）

・当期利益成長率（予想）

・時価総額（直近終値ベース）

・株価収益率ＰＥＲ（実績・予想）

・株価売上高倍率ＰＳＲ（実績・予想）

・株価純資産倍率ＰＢＲ（実績）

・株価営業ＣＦ倍率（実績）

・１株利益ＥＰＳ（実績）

・１株営業ＣＦ（実績）

・１株配当ＤＰＳ（実績・予想）

・配当利回り（実績）

①

②


