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ProQuest Historical Annual Reports 無料トライアル ･デモンストレーション　申込フォーム

＊ 1：ご希望があればお書き下さい。お申し込みから設定まで一週間程かかる場合がございますのでご了承下さい。

＊ 2：図書館からのお申し込みの場合のみご記入下さい。

下記にもれなくご記入のうえ、Fax 03-6367-6240 までお申し込み下さい。
◆E-mailでのお申し込みの場合は、下記と同様の事項を本文にご記載の上、academicinfo@maruzen.co.jp までご送信下さい。

◆トライアルのお申し込みは、原則として大学・研究機関の専任教員・職員に限定させていただきます。 
　学生・大学院生の方は、図書館員・担当教員を通じてご依頼下さい。

ふりがな

氏　名
Name

（お名前のアルファベット表記を必ずご記入下さい。）

所属・肩書

電　話 E-mail
（ご所属機関のドメイン名のアドレスをご記入下さい。）

ご要望
　□図書館を通じ、全学でのトライアルを設定して欲しい（1カ月間）
　□個人トライアルを設定して欲しい（１カ月間）□デモンストレーションをして欲しい

利用開始日＊1 IP アドレス＊2

無料トライアル ･デモンストレーション実施中 !!

収録年次報告書数： 約43,000点 収録ページ画像： 130万ページ以上
収　　録　　年： 1844年—2008年 言　　　　　語： 英語
資料の収録形式： PDF化された画像    ※画像は原資料の劣化等により、一部、不鮮明な場合がございます
検索・閲覧機能：
【検 索 条 件】 索引、全文、監査人、分類コード、企業／組織、文書のタイトル、フォーチュン 

500ランク、地域／地名、NAICSコード、人名、製品名、一株当たり利益、収益、収入、資産、
日付等

【ソート機能】 関連性の高い順、資料の日付昇順、降順
【その他の機能】 画像の拡大 ･縮小、印刷機能、E-mail機能（書誌情報および頁画像 7MBまで）、頁画像のダ

ウンロード、引用書式生成、書誌情報のエクスポート、（RefWorks, Flow, EndNote 等）、マイリサー
チアカウント機能（個人で記事の保存やアラート設定が可能）

このタイトルは教員、学生数、同時アクセス者数は問いません。価格など詳細はお問い合せ下さい。

ご契約方法：ご契約の際は、所属機関の IPアドレスが必要となります。

　下記の恒久アクセス権型と購読型のいずれかを選択していただけます。

　■ [恒久アクセス権型 ]　導入価格（導入時のみ）＋サービス継続料金（2年目以降毎年）
　■ [購読型 ]　年間購読価格

◯消費税法等の一部が改正 (平成 27年 10月 1日施行 )され、海外のサーバーから直接提供される電子商品に
つきまして、課税関係の見直しが行われました。このパンフレットの取引に係る消費税は、役務の提供を受

けるお客様が納税義務者となります。（※リバースチャージ方式の対象取引となります。）

オンライン版

http://myrp.maruzen.co.jp/book/HARからもお申し込みが可能です
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多くの企業は最近の年次報告書は公にしていますが、過去から最新の年次報告書を一同にみる

ことは困難でした。しかし、ProQuest Historical Annual Reports は、最も古いものでは、

1844 年以降、160 年以上にわたる報告書を収録。収録企業全体では、約 43,000 のレポート、

130 万以上のページ画像となります。

書 誌 情 報 画 面

スタート画面（英語）

検 索 結 果 画 面

各業界の主要企業の年次報告書
を収録しています

製造　Manufacturing
General Electric (1893 年〜 )
International Paper (1900 年〜 )
US Steel (1901 年〜 )
Bethelehem Steel (1902 年〜 )
Republic Steel (1900 年〜 ) 他

保険　Insurance
New England Mutual Life (1844 年〜 )
Mutual Life of NY (1845 年〜 )
Connecticut Mutual Life (1852 年〜 ) 他

運輸　Transportation
Pennsylvania Railroad (1847 年〜 )
Uniroyal (1893 年〜 )
Goodyear (1909 年〜 )
Ford Motor (1912 年〜 )  
Firestone Tire & Rubber (1913 年〜 ) 他

流通　Retail
Sears (1907 年〜 )
May Department Stores (1910 年〜 ) 他

飲食　Food and Beverage
Nabisco (1898 年〜 )
Quaker Oats (1902 年〜 )
International Multifoods (1914 年〜 )
Coca Cola (1920 年〜 ) 他

エネルギー　Oil and Gas
Texaco (1903 年〜 )
Gulf Oil (1907 年〜 )
Atlantic Richfield (1912 年〜 ) 他

● 経済、歴史、ビジネスの研究に
巻頭から巻末まで、ProQuest 社のマイクロフィルム、また

は報告書原本のうち、状態のよいものからデジタル化。PDF

化した画像から、刊行当時の報告書そのままを閲覧すること

ができ、財務実績、主な役員、競合他社、市場の動向を含めた、

企業に関する主要な情報を得ることができます。また、分類、

関連会社などの詳細情報、社名変遷などの企業の歴史が、分

析・最新情報把握に役立ちます。

● 数々の賞を受賞しているプラットホーム
世界的に高い評価を得てきた ProQuest のプラットホー

ム。ProQuest Historical Annual Reports はフルテキ

スト検索が可能であり、検索語はハイライト表示されま

す。ご契約をいただいている他の ProQuest オンライン商

品 (ProQuest Historical Newspapers、ABI/INFORM

含む ) 等との包括的な横断検索が可能です。

年次報告書巻頭の株主への
挨拶文は、企業が株主に訴えたい
現状、将来計画を示しています。

NAICS (North American Industry 
Classification System) による産業分類
コード、関連会社、主要人物等の情報も

詳しく掲載。

詳細検索ももちろん可能。（検索条件：索引、全文、監査
人、分類コード、企業／組織、文書のタイトル、フォー
チュン 500 ランク、地域／地名、NAICS コード、人名、
製品名、一株当たり利益、収益、収入、資産、日付等）

日本語のインターフェースを選択できます。

各業界における主要企業（「フォーチュン 500」掲載企業の 75％以上）を収録 ■ 収録企業例 ■

Coca-Cola で検索スタート画面（日本語）

1921 年コカ・コーラ社
年次報告書


