必要な情報は、
すべてここにある

総合企業情報データベース

国 内 株 式 公 開 企 業を中 心とした 企 業 情 報を
総 合 的 に 提 供 するデ ータベ ースです 。
企 業 活 動 や 業 界 に 関 する情 報 収 集・分 析
レポート作 成 業 務を強 力 に 支 援します 。

総合企業情報データベース「 eol 」
主なコンテンツ・機能

〈 企業属性情報 〉

企業別トップ画面「サマリー」
では、会社概要、競合他社情報、
セグメント、株価、財務データ等を掲載。PowerPoint、Excelで
ダウンロードも可能です。

〈 開示書類 〉

収録された開示書類を、専用ウィンドウで閲覧できます。記載内
容の時系列比較や、競合他社比較、書類ダウンロード、
お気に入
り登録等も可能です。

eolの特長
企業情報を網羅的に提供
金融庁・金融商品取引所へ提出された制度開示書類はもちろ
ん、様々な属性情報、財務データ、株価情報、各企業のHP上
に掲載されたニュースリリースも収録しています。

有価証券
報告書

決算短信、
適時開示書類

財務データ

1961年～

2001年～

1989年～

収録

収録

精度の高いフリーワード検索機能による
横断的な企業サーチ
約100ページ以上の有価証券報告書を200項目以上に細分
化し、必要な情報を抽出できます。有価証券報告書に加え、決
算短信、適時開示等、複数の書類を横断して検索できます。

収録

効率的な書類ダウンロード機能
各企業の書類ライブラリや、検索結果の表示画面から、必要
な書類を一括でダウンロードでき、
ファイル名やダウンロード
形式等もカスタマイズ設定できます。

XBRLデータを活用した企業比較･分析が
簡単に実現
約1,800もの財務科目を収録。時系列比較、同業他社比較、
業種別ランキングデータ等を簡単に作成でき、グラフを用い
た視覚的な分析もできます。

豊富な財務情報・非財務情報を扱った総合的な企業情報データを配信するサービスです。
企業情報をご利用になる全ての方に豊富なコンテンツと多様な検索機能を提供します。

〈 財務情報 〉

〈 多様な検索機能 〉

金融庁・金融商品取引所に提出された財務諸表に加え、ROE等
の経営指標、大株主情報、
セグメント情報等を収録。Excel出力
やグラフ作成も可能です。

▶▶▶

企業検索

▶▶▶

スクリーニング

▶▶▶

株価検索

▶▶▶

書類別検索

▶▶▶

全文検索

▶▶▶

コーポレート・ガバナンス検 索

▶▶▶

主 要な設備の状 況 検 索

▶▶▶

借入 先 検 索 ・ セグメント検 索

▶▶▶

研究 開 発 費 検 索

▶▶▶

公認会計士検索

▶▶▶

アラートメール

▶▶▶

業 種 分析

豊富な導入実績とさまざまな活用シーン
金融機関･シンクタンクでのご活用
●投資銀行部門

監査法人･法律事務所でのご活用

過去の開示書類を一括取得し、
提案資料等作成のための情報ソースとし

て活用

●調査部門

アナリスト等の公表資料やレポート作成のための情報ソースとして活用

●審査部門 対象企業の財務・経営状況の調査等で活用

大学･研究機関でのご活用
●経済・経営・商学部、ビジネススクール

実証研究･論文作成、経済･会計･企業分析等の授業で活用

経済関連書類の電子ライブラリーとして活用
●図書館
リスク情報の調査等で活用
●就職活動 志望先の選定、業界動向、

●監査部門

開示書類や分析レポート作成のための記載例・法令根拠の確
認・調査等で活用

●アドバイザリー部門

提案資料や分析レポート作成のための情報ソースとして活用

一般企業でのご活用
●法人、事業統括部門
●社長室、総務、経理部門
●営業企画、市場調査、経営戦略部門

競合他社・取引先の開示情報や財務状況の調査等で活用

万全のサポート体制
●講習会、セミナーは無料サービスとして提供

eolの有益な活用、業務の効率化を目的として、様々な利用シーンに合わせて無料開催します。

●充実したサポートデスク

操作や情報収集に関するご質問の回答だけでなく、
各機能や活用事例等もご案内いたします。

講習会、研修、セミナー開催例

「初心者様向け操作説明会、新機能･応用事例の紹介」

「お客様の業務効率化を支援するための活用事例紹介」等

主要な提供コンテンツ一覧

1 企業属性情報

3 財務情報（最大1989年より収録）

●企業基本情報

証券コード 金融庁コード 会社名 英訳名 事業構成･セグメント

●XBRL要約財務データ

貸借対照表
（連結・単体）損益
（及び包括利益）
計算書
（連結・単

業種 決算月日 連結/非連結 所属取引所 代表者役職氏名 電

体） 株主資本等変動計算書
（連結・単体） キャッシュ･フロー計

話番号 本社
（本店）
所在地 支店･支社等 会計方式 海外上場数

算書
（連結・単体）経営指標
（連結・単体）監査人情報 大株主情

海外売上高 設立年月日 上場
（予定）
年月日 上場廃止
（予定）
年

報 セグメント情報 所有者別状況 その他注記事項等

月日 監査法人 ホームページ 幹事証券 取引銀行 株主名簿管
理人 所有者別株式情報 発行済株式総数 大株主

●XBRL詳細財務データ

貸借対照表
（連結・単体）損益
（及び包括利益）
計算書
（連結・単

●最新有価証券報告書ダイレクトリンク

体） 株主資本等変動計算書
（連結・単体） キャッシュ･フロー計

主要な経営指標等の推移 沿革 事業の内容 大株主 株式等の

算書
（連結・単体）経営指標
（連結・単体）監査人情報 大株主情

状況 役員 従業員 関係会社 監査人 設備 研究開発活動 セグメ

報 セグメント情報 所有者別状況 その他注記事項等

ント 事業等のリスク コーポレート・ガバナンスの状況等 他

●原文財務データ

●業績
（連結ベース）

連結貸借対照表 連結損益
（及び包括利益）
計算書 連結剰余金

売上高（百万円）営業利益（百万円）営業利益率（％）経常利

計算書及び連結株主資本等変動計算書 連結損益及び剰余金

益（百万円）経常利益率（％）当期純利益（百万円）当期純利

結合計算書 連結キャッシュ･フロー計算書 貸借対照表 損益計

益率（％）ROE（％）1株純利益（円）1株配当（円）配当金総

算書 利益処分計算書及び株主資本等変動計算書 キャッシュ･

額（百万円）

フロー計算書

●財政状況＆キャッシュフロー
（連結ベース）

純資産
（百万円）総資産
（百万円）純資産比率
（％）資本金
（百万
円）有利子負債
（百万円）1株純資産
（円）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）

●企業情報履歴＆その他指標

企業名 代表者の役職氏名 業種 所属取引所 監査法人 連結/
非連結 会計方式 連結-従業員数
（人）単体-従業員数
（人） 平
均年収
（千円）平均年齢
（歳）

2

4 開示書類データ（最大1961年より収録）
●金融商品取引法による開示書類

有価証券報告書
（PDF/HTML） 四半期報告書
（PDF/HTML）
半期報告書
（PDF/HTML）訂正報告書
（PDF/HTML）臨時報
告書
（PDF/HTML）新規公開目論見書
（PDF）招集通知
（PDF）
定款
（PDF） 有価証券届出書
（PDF/HTML） 発行登録書･追補
書類
（PDF）確認書
（PDF）親会社等状況報告書
（PDF）自己株
券買付状況報告書
（PDF） 内部統制報告書
（HTML） 公開買付

マーケット情報

届出書･公開買付撤回届出書･公開買付報告書
（PDF） 意見表
明報告書
（PDF） 対質問回答報告書
（PDF） 大量保有報告書

●株価情報

始値
（円） 高値
（円） 安値
（円） 終値
（円） 前日比
（円） 出来高

（株）単元株数 発行済株式数 時価総額 株価収益率
（PER）純
資産倍率
（PBR）配当利回り １株利益 調整後1株利益

（PDF）

●取引所開示書類

決算短信
（PDF） 四半期決算短信
（PDF） 業績予想の修正等

（PDF） 配当予想の修正等
（PDF） 株式等の発行
（PDF） 自己

●IPO
（新規公開）
情報

上場日 取引所
（上場）証券コード 企業名 決算月日 業種 設立年

月日

株式の取得
（PDF） 開示書類の追加･訂正
（PDF） PR情報等
（PDF） 英文資料
（PDF） 数値データ追加
（PDF） 数値データ
訂正
（PDF） その他適時開示書類
（PDF）

●日経平均株価

●プレスリリース

始値
（円）高値
（円）安値
（円）終値
（円）前日比
（円）

ニュースリリース
（HTML）

●外国為替

米ドル ユーロ

お申込み・お問い合わせはこちら

03-5281-1097

お電話での受付は平日9：00～17：00となっております。

https://www.indb.co.jp/service/corporate_data/

株式会社アイ・エヌ情報センター
（プロネクサスグループ）
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-7-1
TEL：03-5281-1097 FAX：03-5281-0707
https://www.indb.co.jp/
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