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● 表示価格は税抜きです。 

No.2020-032 

2020年1月 

日本の企業グループ 2019年版 

同時1アクセス 
（本体） 

¥62,700 
同時3アクセス 

（本体） 
¥94,050 

発行年 2019  商品コード 1031408585 

グループ会社の再編・再構築がかつてないスピードで進んでいます。子
会社の設立・取得・合併、持株会社設立や会社分割による経営と事業
の分離など、グループ運営のあり方が大きく変化しています。傘下関係
会社各社の状況は、連結決算数値だけでは捉えきれません。本誌は独
自のアンケート調査や取材に基づいて関係会社各社の住所など基礎
データを親会社ごとに網羅。様々な用途にご活用いただけます。 

都市データパック 2019年版 

同時1アクセス 
（本体） 

¥59,400 
同時3アクセス 

（本体） 
¥89,100 

発行年 2019 商品コード 1031408584 

各種の統計情報や独自に入手した最新データをもと
に、データを中心とした誌面に全面刷新。各指標に
は全国順位も併記しており、各種のランキング表も充
実。まちの立ち位置が一目でわかります。 

統 計 ・ 総 覧 関連 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160


● 表示価格は税抜きです。 

外資系企業総覧 2019年版 

同時1アクセス 
（本体） 

¥62,700 
同時3アクセス 

（本体） 
¥94,050 

発行年 2019  商品コード 1031408586 

政府の対日投資促進政策下で導入が図られた外資。だが日本市場で撤
退を余儀なくされる外資と成功する外資との違いはどこにあるか。業界再
編・M&A・企業再生の主役、外資系企業3,224社の最新動向を一挙掲載。 

海外進出企業総覧 国別編   
2019年版 

同時1アクセス 
（本体） 

¥72,600 
同時3アクセス 

（本体） 
¥108,900 

発行年 2019 商品コード 1031408589 

この1冊で、日本企業の海外戦略、現地法人、支店・駐在員事務所の全貌が明らかにな
ります。刻々と変化する海外進出企業のデータを、毎年追跡調査・収録しているわが国
随一のデータベースです。本誌は、世界約140ヵ国、進出国別に日本企業が出資してい
る海外現地法人(2019年版では約3万1,600社)を収録。中国、タイ、シンガポール、インド
ネシア、ベトナムなど注目の国・地域に展開する日系現地法人の把握・分析に最適。海
外投資戦略の全容を探るために、またマーケティング調査などに幅広くご活用ください。 

海外進出企業総覧 会社別編  
2019年版 

同時1アクセス 
（本体） 

¥72,600 
同時3アクセス 

（本体） 
¥108,900 

発行年 2019 商品コード 1031408588 

本誌は『海外進出企業総覧 国別編』の姉妹誌にあたり、日本側出資企業
(約5,000社)別に編集。現地法人の詳細データを親会社の情報とあわせ
て一覧できます。業種別に各日本企業の海外関係会社の詳細がわかり、
ライバル会社・取引先の海外戦略の把握に最適なデータ集です。 
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統 計 ・ 総 覧 関 連 



● 表示価格は税抜きです。 

全国大型小売店総覧 2020年版 

同時1アクセス 
（本体） 

¥99,000 
同時3アクセス 

（本体） 
¥148,500 

発行年 2019  商品コード 1031408592 

店舗展開の実態や業界勢力図の把握、出店計画や流通戦略、地
域・都市の経済分析、まちづくり・都市再開発の企画・立案に欠かせ
ない大規模小売店の最新情報を掲載。百貨店・スーパーから専門店、
ホームセンター、ショッピングセンターまで、全国・全市区町村のあら
ゆる業態の大型店（店舗面積1000平方メートル超）を収録した、わが
国最大規模のデータベース。 

地域経済総覧 2020年版 

同時1アクセス 
（本体） 

¥39,600 
同時3アクセス 

（本体） 
¥59,400 

発行年 2019 商品コード 1031408593 

安心して暮らせるまちづくり、快適な住環境や利便度、財政健全度
など、地方自治体の取り組みに注目が高まっています。1971年の創
刊以来、自治体(都道府県、市区町村)別の経済・社会データを幅広
く収録。豊富なデータを収録した地域統計集の決定版。 
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統 計 ・ 総 覧 関 連 



● 表示価格は税抜きです。 

会社財務カルテ 2020年版 

同時1アクセス 
（本体） 

¥79,200 
同時3アクセス 

（本体） 
¥118,800 

発行年 2019 商品コード 1031408594 

上場している一般事業会社と銀行（証券・保険を除く）の有価証券報
告書から、掲記されている主要財務項目の実数値および編集部が算
出した分析値を掲載しています。上場企業の“財務力”を一枚のカル
テのようにまとめた、財務分析、企業間比較に必携の一冊です。 

株価総覧 2019年版 

同時1アクセス 
（本体） 

¥52,800 
同時3アクセス 

（本体） 
¥79,200 

発行年 2019 商品コード 1031408587 

いまこそ長期の波動で株価を見るべき時です。他に
類書のない“株価年鑑”、銘柄の習性が一目でわか
る10年間チャートでじっくりとご研究下さい。 
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統 計 ・ 総 覧 関 連 



● 表示価格は税抜きです。   ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

CSR企業白書 2019年版 

同時1アクセス 
（本体） 

¥59,400 
同時3アクセス 

（本体） 
¥89,100 

発行年 2019 商品コード 1031408583 

『CSR企業総覧（雇用・人材活用編）2019年版』『CSR企業総覧（ESG編）2019年
版』掲載の1501社のあらゆる情報をランキングと業種別集計表で詳細に紹介。業
種別集計表で全体像を把握し、個別ランキングを見ていけば優れた会社がよく
わかる。各企業のCSR担当者が自社の強みや弱みを見つけるためにも活用でき
る。CSR・ESGの専門家だけでなく、就職活動やゼミなど幅広く利用可能！ 

CSR企業総覧 ESG編 2020年版  
【スマホ・読上】 （※） 

同時1アクセス 
（本体） 

¥72,600 
同時3アクセス 

（本体） 
¥108,900 

発行年 2019 商品コード 1031408595 

社会から評価され、長く存続できる持続性の高い会社を見つけるために
必須の情報となったCSR（企業の社会的責任）の専門情報誌。雇用・人材
活用編とESG編の2冊に主要1593社の詳細情報を収録。「ESG編」は、社
会貢献、SDGs、CSV、CO2削減や生物多様性などの環境活動、コンプラ
イアンス、相談役・顧問制度、内部通報などの情報を収録。 

CSR企業総覧 雇用・人材活用編 2020年版  
【スマホ・読上】 （※） 

同時1アクセス 
（本体） 

¥62,700 
同時3アクセス 

（本体） 
¥94,050 

発行年 2019 商品コード 1031408596 

社会から評価され、長く存続できる持続性の高い会社を見つけるために
必須の情報となったCSR（企業の社会的責任）の専門情報誌。雇用・人材
活用編とESG編の2冊に主要1593社の詳細情報を収録。「雇用・人材活用
編」は、ダイバーシティ、障害者雇用、ワーク・ライフ・バランス支援策など
の情報を収録。 
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統 計 ・ 総 覧 関 連 



● 表示価格は税抜きです。   ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

東洋経済新報社ＣＳＲプロジェクトチーム 著 

東洋経済CSRデータeBook 2018 

東洋経済CSRデータeBook 2018 障害者雇用取り組み編 【スマホ・読上】 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥6,600 同時3アクセス（本体） ¥9,900 

発行年 2017 商品コード 1031389275 

日本で唯一の1000社を超える日本企業の障害者雇用の取り組みをまとめたデータブックです。障害者雇
用率、障害者雇用実人数、障害者雇用率の目標、など幅広い情報を掲載しています。 ※電子書籍オリ
ジナルコンテンツです。 

東洋経済CSRデータeBook 2018 子育て・介護支援編 【スマホ・読上】 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥6,600 同時3アクセス（本体） ¥9,900 

発行年 2017 商品コード 1031389276 

日本で唯一の1000社を超える日本企業の従業員の子育て・介護支援の取り組みをまとめたデータブック
です。産休・育休取得者数、介護休業取得者数など幅広い情報を掲載しています。 ※電子書籍オリジ
ナルコンテンツです。 

東洋経済CSRデータeBook 2018 ダイバーシティ推進編 【スマホ・読上】 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥6,600 同時3アクセス（本体） ¥9,900 

発行年 2017 商品コード 1031389277 

日本で唯一の1000社を超える日本企業のダイバーシティ推進の取り組みをまとめたデータブックです。
男女別、外国人の管理職、部長職、役員の人数・比率、将来の目標、再雇用制度など幅広い情報を掲
載しています。 ※電子書籍オリジナルコンテンツです。 

東洋経済CSRデータeBook 2018 社会貢献実践編 【スマホ・読上】 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥6,600 同時3アクセス（本体） ¥9,900 

発行年 2017 商品コード 1031389278 

日本で唯一の1000社を超える日本企業の社会貢献の取り組みをまとめたデータブックです。社会貢献活
動支出額、社会貢献事業担当部署など幅広い情報を掲載しています。 ※電子書籍オリジナルコンテン
ツです。 

東洋経済CSRデータeBook 2018 休暇取得編 【スマホ・読上】 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥6,600 同時3アクセス（本体） ¥9,900 

発行年 2017 商品コード 1031389279 

日本で唯一の1000社を超える日本企業の従業員の各種休暇の制度や状況をまとめたデータブックです。
３年分の有給休暇取得状況（日数、取得比率）など幅広い情報を掲載しています。 ※電子書籍オリジナ
ルコンテンツです。 
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統 計 ・ 総 覧 関 連 



● 表示価格は税抜きです。 

就職四季報 総合版 2021年版 
著編者名 東洋経済新報社 発行年 2019 

同時1アクセス（本体） ¥6,270  同時3アクセス（本体） ¥9,405  

冊子版ISBN 9784492971352 商品コード 1031434019  

広告ではない、中立・客観的な立場で調査した情報が満載。有休取得や残業、３年後離職率など働き
やすさが一目でわかる唯一の媒体。 

就職四季報 女子版 2021年版 
著編者名 東洋経済新報社 発行年 2019 

同時1アクセス（本体） ¥6,171  同時3アクセス（本体） ¥9,257  

冊子版ISBN 9784492972359 商品コード 1031434020  

女性の採用人数や選考実績、産休・育休人数など、女性目線で調査したデータが充実。就活女子の
バイブル！ 

就職四季報 優良・中堅企業版 2021年版 
著編者名 東洋経済新報社 発行年 2019 

同時1アクセス（本体） ¥6,270  同時3アクセス（本体） ¥9,405  

冊子版ISBN 9784492972663 商品コード 1031434021  

総合版・女子版に載せきれなかった優良企業５０００社の客観情報を大公開！地方の有力企業や最
新ベンチャー企業も積極掲載し！！！ 

就職四季報 企業研究・インターンシップ版 2021年版  
著編者名 東洋経済新報社 発行年 2019 

同時1アクセス（本体） ¥4,620 同時3アクセス（本体） ¥6,930 

冊子版ISBN 9784492974339  商品コード 1030590833 

売上No.1の業界研究本『就職四季報』がインターンシップに臨む就活生を徹底サポート。9Stepでわか
る、企業研究の決定版！ 

四 季 報 就 職 

2021年度版  

自分が「ここ、良い！」と思える企業に出会うために。就活に必要な、企業のホントの情報 
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丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当 
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp 
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く） 

● 表示価格は税抜きです。 2020年1月 

米国会社四季報 2019年秋冬版 

同時1アクセス 
(本体) 

¥9,900 
同時3アクセス 

(本体) 
¥14,850 

発行年 2019 商品コード 1031408590 

日本でも身近な存在である米国企業を、投資家のバ
イブル『会社四季報』スタイルで、見やすくわかりやす
くまとめました。業績・財務情報はもちろん、連続増配
やクラウドといった投資テーマ、ブランド名、トップの
年収、ライバル企業など情報満載。米国株投資・ビジ
ネス・研究をサポートする米国企業情報誌です。 

会社四季報・未上場会社版  
2020年版 

同時1アクセス 
(本体) 

¥12,833 
同時3アクセス 

(本体) 
19,250 

発行年 2019 商品コード 1031408591 

『会社四季報 未上場会社版』は、入手困難な約13,000社の未上場企業
情報を掲載しています。編集部記者の取材記事をはじめ、事業内容・
業績・役員・取引先・採用数など多数の項目を収録する会社別詳細情
報（約4,300社）と、巻末掲載企業（約8,600社）とで、非上場の年商100億
円企業を網羅しています。企業発掘、マーケティング、就職・転職活動
などにぜひ、ご活用ください。 

四季報 会
社 
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