
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

倒産予測値ブラウザ Ver5.02 操作説明書 
 

本書は倒産予測値ブラウザ Ver5.02 のインストール及び操作方法をご案内します。 
ご利用にあたっては、本書の内容をご確認いただけますようお願いいたします。 
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◆ はじめに 
 
このたびは、「倒産予測値ブラウザ」をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。 

「倒産予測値ブラウザ」は株式会社帝国データバンク（TDB）が提供する“倒産予測値”データの取り込

み・表示が可能なデータベースソフトです。また、COSMOS２企業概要ファイルの一部を取り込み、表

示させることもできます。 

 

 
◆ マニュアル構成 
 
「倒産予測値ブラウザ」をお使いただくには、まず本マニュアルを一読されることをお願いいたします。 

本マニュアルは、「倒産予測値ブラウザ」のセットアップ並びに操作方法、運用例等を解説いたしており

ます。解説手順に従いまして設定していただければ、より効率よく本ソフトをご利用いただけます。 
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◆ 表記について 
 
・一般表記 

メニュー名・コマンド名・ボタン名・アイコン名・及びウインドウ名は［ ］で囲んで表記します。 

例）［検索］ボタン 

・マウス操作の表記 

クリックとは、マウスの左ボタンを押して、すぐ離すことです。 

ダブルクリックとはマウスの左ボタンをすばやく 2 回クリックすることです。 

 

 
◆ 入力について 
 
・入力 

 入力カーソルは Enter キーを押すと自動的に次の枠へ移動します。 

一度入力した文字を BS キーあるいは DEL キーで消去し、次の枠へ移動しようとした場合、登録可

能桁数を表示するメッセージが現れることがあります。このメッセージは ESC キーでキャンセルでき

ます。 

・年月日 

 年月日の入力表示は、西暦です。 

 年は 4 桁、月日は 2 桁または 1 桁です。 

 例）2001 年→「2001」 

     4 月→「04」または「4」 

     1 日→「01」または「1」 

・全角と半角 

 全角入力・半角入力は、それぞれの枠で予め設定されています。Enter キーを押して入力カーソルを

移動すると自動的に切り替わります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



倒産予測値ブラウザ 操作説明書 

4 
©Copyright, Teikoku Databank, Ltd. All Rights Reserved 

（禁無断複写転用） 

◆ ヘルプについて 
 
使用方法につきましては、本ソフトと同時にインストールされるヘルプを参照してください。各

画面にてキーボードの「F1」を押すと、その画面に対応したヘルプ画面のウィンドウが開きます。 

また、[倒産予測値ブラウザ Ver5.0]の画面上のヘルプ（H）からヘルプ画面のウィンドウを開くことができ

ます。 

 
例）［倒産予測値ブラウザ メニュー］画面のヘルプ 

  
①［倒産予測値ブラウザ トップ］画面の［ヘルプをクリックし、リ

ストボックスの中から［倒産予測値ブラウザメニュー ヘルプ］を

クリックします。 

 

 

 
②［倒産予測値ブラウザメニュー ヘルプ］画面が表示されます。

［目次］の中から、照会したい項目名横の＋ボタンをクリックしま

す。 

 

 

 

 

 

◆ エラーログについて 
 
本システムではデータ読込み時等の操作上の失敗が発生した場合、お客さまでの対応がわかりやす

いようにエラーのログを一覧で参照できます。 

 
①エラーが発生した場合、エラーが発生した旨を表示するメ

ッセージが表示されます。 

 
②詳しいエラーの内容を参照する場合は、ポップアップで表

示されるエラーログテキストを参照して下さい。 

［Error.log］ファイルはデフォルトインストールの場合 

（C:¥倒産予測値ブラウザ Ver5.0¥browser_Ver5.0¥log）

にあります。 
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第Ⅰ章 セットアップ 
 

１．動作環境 

「倒産予測値ブラウザ Ver5.02」をお使いになるには、次のハードウェアと OS が必要です。 

(1)ハードウェア 
【PC 本体】 CPU Pentium2ＧＨｚ以上、メモリ 2.0ＧB 以上、ハードディスクドライブ、CD-ROM ドライブ１

台以上を搭載し、WindowsＶＩＳＴＡ以上の OS が稼動するもの。 

      

 

 
【ディスプレイ】 解像度 1024×768 ドットの表示が可能で、WindowsＶＩＳＴＡ以上に対応しているもの。 

【キーボード】WindowsＶＩＳＴＡ以上に対応しているもの。 

【マウス】 WindowsＶＩＳＴＡ以上に対応しているもの。（互換性のある他のポインティングデバイスも可） 

【ハードディスク】 500MB 以上の空き（データは除く） 

【その他】Microsoft.Net Framework2.0 が正常に動作するパソコン。MDAC2.8。 

 

（2)ＯＳ 
Microsoft Widnows VISTA 

Microsoft Widnows 7 

Microsoft Widnows 8 

Microsoft Widnows 10 

※インストール保存先を C:\Program Files 以外にしてください。 

※ いずれの OS も日本語版のみ対応しています。 

※ VISTA、７、8 の 64bit 機の場合、WOW64（32bit 互換モード）を用いて稼動します。 

 

 

(3)ソフトウェア 

「倒産予測値ブラウザ Ver5.02」を使用するには、「Microsoft Data Access  

Components Ver2.8」及び「Microsoft.NetFramework2.0」が必要です。 

※Windows 7,8 の場合、標準搭載の｢Microsoft .NET Framework 3.5｣が有効化されていれば、 

｢.Net Framework 2.0」「MDAC」のインストールは不要です。 

   

「倒産予測値ブラウザ Ver5.02」は、HTML Help を採用しています。HTML Help のランタイムがインスト

ールされていない場合は、別途インストールする必要があります。（HTML Help のランタイムは Win98

以降は標準で、インストールされています。） 

※「.Net FrameWork2.0」及び「倒産予測値ブラウザ Ver5.02」のセットアップには管理者権限が必要で

す。（管理者権限を持たないユーザーも「倒産予測値ブラウザ Ver5.02」の使用には問題ありませんが、

インストールしたフォルダ及びフォルダ内のファイルに対して、利用するユーザアカウントへの変更・読

み取り・実行・書き込み権限が必要です。） 

 

(4)倒産予測値ブラウザ Ver5.02 動作時の許容データ件数 

「倒産予測値ブラウザ Ver5.02」のインストールには、ハードディスク領域を約 25MB 使用します。 

また、取り込むデータ用の領域が別途必要です。Pentium2GHz 以上、メモリ 1.5GB 以上推奨 
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倒産予測値ブラウザ Ver5.02 は、5000 社×24 ヶ月分のデータ量までを想定して作られています。 

このデータ量を越える場合に付きましては、別途ご相談下さい。 

 

 

(5)参考 

【開発言語及び使用開発ツール】 

1．Visual C＃2.0(Microsoft 社製品) 

2．Power Toolｓ Component One Studio 2005 (Grape City 社製品) 

 

【その他】 

1．データベースは、Access2003 ベースの mdb ファイルを使用 

2．ヘルプは HTML ヘルプファイルを使用 

 

【接続】 

Ado 接続(Microsoft ActiveX Data Objects 2.8 Library を使用) 
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２．インストール 

Windows を起動して「倒産予測値ブラウザ Ver5.02」のインストール用 CD-ROM を CD-ROM ドライブに 

セットします。 

既に「.NET Framework 2.0」がインストールされているパソコンについては１～２の作業は表示されませ

んので不要です。 

 

 

 

 

 

 

①「.NET Framework 2.0」インストール画面が表示

されます。  

[マイクロソフトソフトウェア追加使用許諾契約書]画面

が表示されます。内容をお読みの上、[同意する]をクリ

ックします。 

 

 

 

 

 

 

②「.NET Framework 2.0」がインストールされます。 

 

 

CD-ROM をセットして、しばらくしてもセットアップ画面が表示されない場合は、デスクトップ画面上の[マイコンピュータ]から 

CD-ROM ドライブを開いてください。 

ファイルの中に、       というアイコンがありますので、これをダブルクリックしますとセットアップ画面が表示されます。 
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③自動的に「倒産予測値ブラウザ Ver5.02」の セット

アップ画面が表示されます。 

メッセージに従い、[次へ]ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

④倒産予測値ブラウザ Ver5.02 の[使用許諾契約]画

面が表示されます。 

内容をお読みの上、[同意する]にチェックを入れて 

[次へ]ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

⑤注意事項を確認の上、[次へ]ボタンをクリックしま

す。 

 

 

 

 

 

 

⑥[インストール フォルダの選択]画面が表示されます。

初期設定でのインストール先は、C ドライブに作成され

る[倒産予測値ブラウザ Ver5.0]というフォルダになりま

す。 

インストール先を変更したい場合は、[参照]ボタンを 

クリックしてフォルダを変更することができます。 
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⑦[インストールの確認]画面が表示されます。 

[次へ]ボタンをクリックしますと、インストールが開始さ

れます。 

 

 

 

 

 

 

⑧インストール完了のメッセージが表示されましたら、

[閉じる]ボタンをクリックしてインストール完了です。 
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３．倒産予測値ブラウザの修復・削除（アンインストール） 

倒産予測値ブラウザ Ver5.02 が何らかの原因で動作しない状態になった場合に、データファイル(お客

様で登録した情報が格納してあるファイル)はそのままの状態でシステムを再度インストールし、修復す

る事ができます。 

 

①[倒産予測値ブラウザ Ver5.02]のインストール用

CD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。自動的にセ

ットアップ画面が表示されます。 

（自動的にセットアップ画面が表示されない場合には、デスクトップ画

面上の[マイコンピュータ]から CD-ROM ドライブを開いてください。 

ファイルの中に、[setup.exe]というファイルがありますので、これをダ

ブルクリックしますとセットアップ画面が表示されます。） 

 

 

[倒産予測値ブラウザ Ver5.0 セットアップウイザードへようこそ]の画面が表示されます。 

[倒産予測値ブラウザ Ver5.0 の修復]のチェックボックスにチェックを入れ[完了]ボタンをクリックします。 

 

②[インストール完了]画面が表示されます。 

[閉じる]ボタンをクリックして、画面を閉じ、修復完了で

す。 

 

 

 

 

 

③削除の場合には、[倒産予測値ブラウザ Ver5.0 の削

除]のチェックボックスにチェックを入れ[完了]ボタンをクリ

ックします。削除を実行されますと、データファイル(お客

様で登録した情報が収まっているファイル)も含めてシス

テム全体が削除（アンインストール）されますので、十分

ご注意下さい。 

尚、削除はコントロールパネルのプログラムの追加と削

除からも可能です。 
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４．起動・担当者設定・終了 

 (1)起動 

インストール終了後、デスクトップ画面上に作成される、        アイコンをダブルクリックしますと、 

システムが起動します。 

 
＊ Windows の[スタート]ボタンから[プログラム]をクリックし                        という 

アイコンをクリックしても起動できます。デスクトップ画面上にアイコンが作成されなかった場合は、[スタート]メニューのこ

のアイコンを右クリックし、[送る]→[デスクトップ(ショートカットを作成)]をクリックしますと、デスクトップ画面上にアイコンが

作成できます。 

 

（2）担当者設定 

①インストール完了後、 初のシステム起動時には

[担当者設定]画面が表示されます。 

各担当者名を入力して下さい。 

＊利用者欄は必須項目です。 

TDB 担当者は入力されなくてもシステムは作動します。 

入力されましたら、[設定]ボタンをクリックします。 

  

②メッセージが表示されましたら、[はい]ボタンをクリックしま

す。 

 

 

  
③確認メッセージが表示されましたら、[OK]ボタンをクリックして担

当者設定完了です。 

  

 

④担当者設定が完了されましたら、[倒産予測値ブラウザ

Ver5.02]画面が表示されます。 
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（3）終了 

 

 

[倒産予測値ブラウザ Ver5.02]の[システム終了] ボタンをクリッ

クしますと、システムが終了します。 

 

 

 

 

 

 
(4)ＬＩＮＫ 
①［TDB ホームページ］をクリックすると、インターネットブラウザが自動的に起動し、 

TDB のホームページトップ画面が表示されます。 

②［COSMOSNET］をクリックすると、インターネットブラウザが自動的に起動し、 

TDB のホームページ COSMOSNET 紹介画面を表示します。紹介画面の［会員ログイン］ボタンを

クリックすると COSMOSNET ログイン画面が表示されます。 
＊COSMOSNET について 

 COSMOSNET のご利用につきましては別途 COSMOSNET ご利用の契約が必要となります。 

 ［COSMOSNET に関するお問合せ先］ 

株式会社帝国データバンク COSMOSNET サポートセンター TEL：03-5439-7824 
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５.データ移行 

継続して倒産予測値ブラウザをご利用のお客さまは、倒産予測値ブラウザ Ver3.0x から倒産予測値ブ

ラウザ Ver5.02 へデータを移行することができます。 

＜移行できるデータ＞ 

 

 

 

※このデータ移行を行うと倒産予測値ブラウザ Ver5.0 へデータが上書きされます。倒産予測値ブラウ 

ザ Ver5.02 へ各ファイルを読み込む前にデータ移行を実施してください。 

※倒産予測値ブラウザ Ver3.0x、Ver4.0 から倒産予測値ブラウザ Ver5.02 へ倒産予測値 C2 モデルは 

移行できません。ご注意ください。 

 

 

①[倒産予測値ブラウザ Ver5.02]画面の[ツール]から[旧バ

ージョンデータ移行]を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

②[旧バージョンMDBデータ移行]画面の[参照]ボタンをク

リックします。 

 

 

 

 

移行元のブラウザ
バージョン

移行できるファイル

Ver2.0x COSMOS2企業概要ファイル、ユーザー数値項目
Ver3.0x 倒産予測値ファイル（CCRモデル、MIXモデル）、COSMOS2企業概要ファイル、ユーザー数値項目
Ver4.0 倒産予測値ファイル（CCRモデル、MIXモデル）、COSMOS2企業概要ファイル、ユーザー数値項目
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③[ファイルを開く]画面で YOSOKUB2010.mdb ファイル（初

期 設 定 で は C:\Program Files\ 倒 産 予 測 値 ブ ラ ウ ザ

Ver4.0\db の中にあります）を選択し、[開く]ボタンをクリック

します。  

 

＊倒産予測値ブラウザ Ver3.0x、Ver2.0x では、同様にイン

ストールされているフォルダを選択し、[ファイルの種類]は

[YOSOKUB2008.mdb] （ Ver3.0x ） 、  [KIGYODT2k.mdb] 

（Ver2.0x）を選択します。[YOSOKUB2008.mdb]（Ver3.0x）、

[KIGYODT2k.mdb] （Ver2.0x）を指定して[開く]ボタンをクリ

ックします。 

 

④[旧バージョン MDB データ移行]画面が再度表示されま

す。 

移行元のファイルパス名が正しく表示されていることを確

認後、 [開始]ボタンをクリックします。 

 

 

 

⑤確認メッセージが表示されましたら [はい]ボタンをクリ

ックしますと、データの移行が開始されます。 

 

 

 

⑥ファイル上書きのメッセージが表示されまし 

たら [はい]ボタンをクリックします。 

 

 

⑦確認メッセージが表示されましたら、[OK]ボタンをクリックしてデータ移行作業

完了です。 
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第Ⅱ章 ファイル読込み 
倒産予測値ブラウザのデータ読込みについて説明します。 

また、倒産予測値情報更新の際は、全て同様の手順で新規データの読込みを行って下さい。 

  

 １．倒産予測値ファイル読込み 

 

(1) 倒産予測値情報読込み 

 

①［倒産予測値ブラウザ トップ］画面を開きます。 

［データ管理］ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 
②［データ管理］画面が表示されます。タブの中から［倒産予

測値］をクリックして開きます。次に[ファイル形式]でファイル

の種類を選択し、［参照］ボタンをクリックします。 

 

 

 

 
③［ファイルの場所］に倒産予測値情報の入っている場所を指

定して、倒産予測値のファイルをクリックします。［ファイル名］

が正しく表示されていることを確認後、［開く］ボタンをクリックし

ます。 
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④フルパス入力欄にフルパス名が正しく表示されていること                

を確認後、［読込み開始］ボタンをクリックします。 

終了のメッセージが出ましたら、［OK］ボタンをクリックして読

込み完了です。 
＊フルパスとは外部記憶装置内でファイルやフォルダの所在を示す文字列

です。（例：D:¥111111111_000000_c2_ver3_110108.csv） 

 
＊自動削除について 

 ［自動削除（１つの企業に対して、24 ヶ月分まで登録可能）］チェックボックスにチェックを入れると、倒産予測値の履歴情報を

１企業あたり 24 ヶ月分までに設定する事ができます。24 ヶ月分より以前のデータは自動で削除します。 

 チェックを外した場合、本システム内で 24 ヶ月以上のデータを保持しますが、表示されるのは 24 ヶ月分までです。 

＊本システムでは必ず倒産予測値が必須となります。COSMOS2 企業概要ファイルのみ登録されても本システムをご利用頂

くことは出来ません。 

＊倒産予測値情報を更新されて新規データを読込ませますと、商号、カナ商号、所在地、業種は読込ませた 新の情報に上

書きされます。 

＊倒産予測値ファイルの名称は、ご利用頂くサービスの種類によって異なる場合があります。 
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２．各種ファイル読込み 

 
(1)ユーザー数値項目情報読込み 

あらかじめユーザー数値項目を企業コードごとにリストアップしたファイルを作成することで、一括読

込をすることができます。 

＊ ユーザー項目ファイルレイアウト 

［企業コード］：文字半角・9 桁 

［取引額］：数値整数・12 桁 

［売上債権残高］：数値整数・12 桁 

［ユーザー項目 3］：数値整数・12 桁 

［ユーザー項目 4］：数値整数・12 桁 

＊ 拡張子は csv、txt のどちらでも構いません。 

 
①［倒産予測値ブラウザ トップ］画面を開きます。［データ管

理］ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 
②［データ管理］画面が表示されます。［ユーザー数値項目］

のタブを開きます。次に［参照］ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 
③［ファイルの場所］にユーザー項目情報の入っている場所を

指定して、ユーザー情報ファイルをクリックします。［ファイル

名］が正しく表示されていることを確認後、［開く］ボタンをクリ

ックします。 
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④フルパス入力欄にフルパス名が正しく表示されていること

を確認後、［読込み開始］ボタンをクリックします。終了のメッ

セージが出ましたら、［OK］ボタンをクリックして読込み完了

です。 
＊フルパスとは外部記憶装置内でファイルやフォルダの所在を示す文字列

です。（例：C:¥Documents and Settings¥TDB¥My Documents¥取引

額.csv） 

＊読込ませる［ユーザー項目情報］のデータに項目名が有る場合は、［項目

名－有り］のチェックボックスにチェックが入っていないと読込む事ができま

せん。 

＊［条件検索］の［検索結果一覧］から［ユーザー情報出力］したファイルを加

工して読込む場合は、出力したファイルの［カナ商号］［商号］の列を削除して

から読込ませて下さい。 
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 (2)ＣＯＳＭＯＳ２情報読込み 

ＣＯＳＭＯＳ２企業概要ファイルをご購入の場合、レイアウトＡ、Ｂ、Ｃのファイルを読み込むことが

できます。 

 
①CD-ROM ドライブに、COSMOS2 の CD-ROM をセットし

た状態で、［倒産予測値ブラウザ トップ］画面を開きます。

［データ管理］ボタンをクリックします。 

 

 

 

 
②［データ管理］画面が表示されます。タブの中から［企業情

報］指定して開きます。次に［参照］ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 
③［ファイルの場所］に購入した COSMOS2 企業概要ファイ

ルの入っている CD‐ROM を指定して、［COSMS001.TXT］

をクリックします。［ファイル名］が正しく表示されていることを

確認後、［開く］ボタンをクリックします。 

 

 

 
④［COSMS001.TXT］のフルパス名が正しく表示されている

ことを確認後、［読込み開始］ボタンをクリックします。終了の

メッセージが出ましたら、［OK］ボタンをクリックして読込み完

了です。 
＊フルパスとは外部記憶装置内でファイルやフォルダの所在を示す文字列

です。（例：D:¥COSMS001.txt） 

＊COSMOS2 企業概要ファイルを読込むと、［倒産予測値情報照会］画面

の商号、カナ商号、所在地、業種は COSMOS2 の情報に上書きされます。 
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(3)コード情報読込み 

ＴＤＢコードマスタをご購入の場合は、コードマスタファイルを読み込むことができます。なお、

COSMOS2 企業概要ファイルを読込ませないとご使用頂けません。 

産業分類マスタ情報（短縮産業分類マスタ情報を含む）及び都道府県市区郡マスタ情報は、条件検索

画面の［参照］ボタンで使用します。 

 
①CD-ROM ドライブに、TDB コードマスタの入っている

CD-ROM をセットした状態で、［倒産予測値ブラウザ トップ］

画面を開きます。［データ管理］ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 
②［データ管理］画面が表示されます。［コードマスタ］のタブ

を開きます。[データベース]でコードマスタの種類を選択しま

す。次に［参照］ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 
③［ファイルの場所］に購入した TDB コードマスタの入ってい

る CD‐ROM を指定して、［SANGY001.TXT］をクリックしま

す。［ファイル名］が正しく表示されていることを確認後、［開

く］ボタンをクリックします。 
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④［SANGY001.TXT］のフルパス名が正しく表示されてい

ることを確認後、［読込み開始］ボタンをクリックします。終

了のメッセージが出ましたら、［OK］ボタンをクリックして読

込み完了です。 
＊フルパスとは外部記憶装置内でファイルやフォルダの所在を示す文字

列です。（例：D:¥SANGY001.txt） 

 

 
⑤以下、［短縮産業分類マスタ情報］・［都道府県マスタ情

報］・［市区郡マスタ情報］も同様の手順で各ファイルの読

込みを行います。 

  
各コードのファイル名は次の通りです。 

［短縮産業分類マスタ情報］：TANCD001.TXT 

［出身地（都道府県）マスタ情報］：SHUNT001.TXT 

［市区郡マスタ情報］：JUSYH001.TXT 

 
 ＊［産業分類マスタ情報］のみ 又は［短縮産業分類マスタ情報］のみ読込みを行っても、条件検索の［参照］で正しく 

機能させることができません。必ず両方の読込みを行って下さい。 

＊［都道府県マスタ情報］のみ又は［市区郡マスタ情報］のみ読込みを行っても、条件検索の［参照］で正しく機能させることが

できません。必ず両方の読込みを行って下さい。 
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第Ⅲ章 商号検索 
倒産予測値情報の検索・照会・登録について説明します。倒産予測値情報のご利用にあたっては、第

Ⅰ章及び第Ⅱ章の作業が完了していることが必要です。 

 

１．倒産予測値情報の商号検索・照会 

 
(1)商号検索 

この検索方法は、ある特定の企業の詳細情報を照会したい場合、企業の商号から検索するものです。 

 
①［倒産予測値ブラウザ トップ］画面を開きます。［商号検

索］ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 
②「倒産予測値商号検索」画面が表示されます。［検索項

目］を選択し、［検索項目］で選んだ項目の欄にカナ商号、

商号または企業コードを入力します。［検索方法］を選択後、

［検索開始］ボタンをクリックします。 

  
 

＊［商号検索］画面を開いた際のデフォルトの表示では、［検索方法］は［あいまい検索］、［検索項目］は［商号］に設定されてお

りますが、 も検索しやすい設定ですので、このままの設定でお使いいただいて結構です。 

＊検索項目について 

カナ商号：商号のフリガナから法人格及びスペース、特殊記号、“・”“，”“．”を取り除いたものです。 

拗音・促音は直音で入力してください。 例）ショウジ→シヨウジ テッコウ→テツコウ 

日本はニホンで統一してください。 ×ニッポン 

商号：商号から法人格及び“・”“，”“．”を取り除いたものです。 

企業コード：株式会社帝国データバンクが設定している１企業／１コードの９桁のコードです。 
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＊検索方法について 

あいまい検索：入力した文字列が商号に含まれるもの全てが検索対象になります。 

         例）「東京」と入力→「東京○○」「○○東京」等が表示されます。間にスペースのある「東 京」は表示されません。 

    前方一致：入力した文字列が商号の頭から一致するものが検索対象になります。 

    後方一致：入力した文字列が商号の 後部から一致するものが検索対象になります。（検索項目は「商号」のみ） 

    完全一致：入力したものと全く同じものが検索対象になります。全角／半角の違いや、スペースの場所の違いがあると表 

示されません。 

 
③［商号一覧］画面が表示されます。該当企業の行にカー

ソルを合わせクリックしてから、［照会］ボタンをクリックしま

す。 

 

 

 

 

 
(2)照会画面 

 
①［倒産予測値情報照会］画面が表示されます。 

 
＊      をクリックすると、検索結果一覧の前後の倒産

予測値情報照会に移動します。 

 

 

 

 
＊［C2 モデル］［CCR モデル］［MIX モデル］欄の倒産予測値・グレードは 新の値とグレードを表示します。 

＊倒産予測値は本来小数点第 8 位までの数値ですが、小数点第 3 位で四捨五入し、小数点第 2 位までの表記としていま

す。 
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２．倒産予測値情報照会画面からの機能 
 

(1)グラフ表示 

倒産予測値の履歴推移をグラフで表示します。 

 
①［推移グラフ］ボタンをクリックすると、［倒産予測値推移

グラフ］画面を表示します。 

 

 

 

 

 

 
②倒産予測値推移の矢印ボタンをクリックすると、倒産予

測値の算出年月を前後に移動することができます。 

また、［表示モデル］にチェックを入れると該当モデルの推

移グラフが表示されます。 

 

 

 
③縦軸のタブをグレードにするとグレードでの推移グラフに

切り替わります。 

 

 

 

 

 

 
④グラフの点にマウスのポインタを近づけると倒産予測値

（小数点第 8 位迄の数値）をグラフ上に表示します。 

画面下部には、算出年月日・倒産予測値・グレードを表示

します。 
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(2)ＣＯＳＭＯＳ２企業情報表示 

COSMOS2 企業概要ファイルを読込ませた場合のみ内容が表示されます。COSMOS2 を、再度読込

ませた場合は上書きされます。 

①［倒産予測値情報］画面を開いた時には、［COSMOS2 企

業概要］が表示されます。 

 

 

 

 

 

 
②［COSMOS2 業績］のタブをクリックすると、COSMOS2 企

業情報の業績が表示されます。 

 

 

 

 

 

 
③ ［ COSMOS2 事 業 内 容 ］ の タ ブ を ク リ ッ ク す る と 、

COSMOS2 企業情報の事業内容が表示されます。 

 

 

 

 

 

 
④ ［ COSMOS2 取 引 銀 行 ］ の タ ブ を ク リ ッ ク す る と 、

COSMOS2 企業情報の取引銀行が表示されます。 
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(3)登録・更新 

倒産予測値照会画面の［取引額］［売上債権残高］［ユーザー項目 3］［ユーザー項目 4］［備考］項目の

登録・修正を行います。 

①登録・修正可能な項目は、［取引額］［売上債権残

高］［ユーザー項目 3］［ユーザー項目 4］［備考］のみで

す。 

それぞれの項目に情報を入力して［更新］ボタンをクリ

ックします。登録確認のメッセージが表示されたら、［は

い］をクリックします。終了のメッセージがでたら［ＯＫ］

ボタンをクリックして登録完了です。 

 

 
②入力桁数について 

［取引額］：半角数値整数・12 桁 

［売上債権残高］：半角数値整数・12 桁 

［ユーザー項目 3］：半角数値整数・12 桁 

［ユーザー項目 4］：半角数値整数・12 桁 

［備考］：全角文字・128 桁 

 
＊［ユーザー項目 3］と［ユーザー項目 4］の名称は任

意の項目名に変更できます。 

例）［ユーザー項目 3］→［自社評点］ 

この機能は P.34 第Ⅴ章 １．ユーザー項目名設定

をご参照下さい。 
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第Ⅳ章 条件検索 
倒産予測値情報の条件検索について説明します。倒産予測値情報のご利用にあたっては、第Ⅰ章及

び第Ⅱ章の作業が完了していることが必要です。 

 

１．検索条件設定 

倒産予測値・住所・ユーザー項目等の条件を指定して、条件に合致した企業を検索します。検索結果

は、企業一覧表示・グラフ表示で参照します。 

 

①［倒産予測値ブラウザ トップ］画面を開きます。［条件検

索］ボタンをクリックします。 

 

 

 

 
 

 

②［条件検索設定］画面にて検索結果表示方法を選択し

ます。 

［一覧］のチェックボックスにチェックを入れると、検索結

果を企業一覧として表示します。  

［分布図］のチェックボックスにチェックを入れると、検索

結果を分布図で表示します。 

 

 
③分布図表示でご覧になる場合は、［分布図表示の軸

項目］をそれぞれプルダウンリストから選択します。 

Ｘ軸項目：［取引額］［売上債権残高］［ユーザー項目 3］ 

［ユーザー項目 4］[評点] 

Ｙ軸項目：[倒産予測値両モデル] 

 [倒産予測値ＣＣＲモデル] 

[倒産予測値Ｃ２モデル] [評点] 
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④条件入力欄に検索条件を入力後、［検索開始］ボタン

をクリックします。検索条件を複数入力した場合は、全て

アンド条件で検索を行います。 

 ［検索条件クリア］ボタンをクリックすると、入力した条件

が全てクリアされます。 

 
 

 

⑤［検索結果一覧］画面または［検索結果グラフ］画面が

表示されます。それぞれの機能は、下記のページをご参

照願います。 
［検索結果一覧］・・・P.29 ２．検索結果一覧からの機能 

 ［検索結果グラフ］・・・P.32 ３．検索結果グラフ表示からの機能 

 
 

 

＊検索項目について 

所 在 地：住所を直接入力するか、住所コードマスタを読込ませた場合は、［参照］ボタンから住所を選択して検索を行う

ことができます。（検索は文字検索です） 

業 種：業種を直接入力するか、業種コードマスタを読込ませた場合は、［参照］ボタンから業種を選択して検索を行う

ことができます。（検索は文字検索です） 

評 点：企業概要データ COSMOS2 を読みこんでいる場合は、評点で検索を行うことができます。 

検 索 対 象 モ デ ル：選択したモデルで、条件検索を行います。 

算 出 年 月：現在の年月を入力することによって、当月更新分のデータのみ検索することができます。 

倒 産 予 測 値： 新算出年月日の倒産予測値に対して検索を行います。 

倒産予測値変動：何ヶ月前から倒産予測値が何ポイント変動したかを検索します。プルダウンリストから何ヶ月前か選択します。 

グ レ ー ド： 新算出年月日のグレードに対して検索を行います。左のプルダウンリストからグレードを選択すると、右の

欄に同じグレードが自動入力されます。右の欄を空欄にすると、左に入力したグレード以上を、左の欄を空欄

にすると、右に入力したグレード以下を検索します。 

グ レ ー ド 変 動：何ヶ月前からグレードがどれくらい変動したかを検索しますプルダウンリストから何ヶ月前か選択します。 
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２．検索結果一覧画面からの機能 

条件検索で［検索結果表示方法］の［一覧］を選択した場合について説明します。 

 
(1)並べ替え 

条件検索後の［検索結果一覧］画面に表示されている企業の順番を、項目によって並べ替えることが

できます。 

 
①［企業情報一覧］画面の項目名をクリックします。 
＊初期設定では［企業コード：昇順］に設定されています。 

 

 

 

 

 

 
②［企業情報一覧］画面のデータが選択した項目によ

って並べ替えられます。 
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 (2)ユーザー情報出力 

条件検索後の［検索結果一覧］画面に表示されている企業のデータの中からユーザー情報だけをファ

イル出力することができます。このファイルを Excel 等で加工して独自のリストの作成に利用することが

できます。 

また、出力したファイルを加工して、ファイル読込みから再度倒産予測値ブラウザに読込ませる事も可

能です。詳しくは第Ⅱ章 ２.各種ファイル読込みをご参照下さい。 

 

 

 

 

 

①［検索結果一覧］画面の［ユーザー情報出力］ボタンをク

リックします。 

 

 

 

 

 

  
②［ファイル出力］画面が表示されます。［設定］ボタンをク

リックします。 

  

 
③［設定］画面が表示されます。［ファイル形式］と［項目名］ 

の有無を選択します。［ファイル形式］は Excel 等の表計算

ソフトに展開する場合、CSV 形式が適しています。［項目

名］の［有り］を選択すると、ファイルを展開した時一行目に

項目名が表示されます。選択後、［参照］ボタンをクリックし

ます。 

  
④［保存する場所］に、出力したファイルの保存先を指定し

ます。［ファイル名］は任意の名称を入力して変更した後、

［保存］ボタンをクリックします。 

 

 

 

    出 力 し た フ ァ イ ル の 保 存 先 は 初 期 設 定 で （ C:¥ 倒 産 予 測 値 ブ ラ ウ ザ Ver5.0 
¥browser_Ver5.0¥out 

    ¥ユーザー数値情報.csv）と設定されています。［参照］ボタンをクリックすることより、ファイ
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⑤［設定］画面の［ファイルの保存先］欄に保存先が正しく

表示されていることを確認後、［OK］ボタンをクリックしま 

す。確認のメーセージの［はい］ボタンをクリックします。 

終了のメッセージが出たら、［OK］ボタンをクリックして出力

完了です。 
 

＊ファイル出力後、出力したファイルを保存したフォルダを開き、そのファイルをダブルクリックすると、CSV 形式であれば

Excel が自動的に起動してファイルが展開されます。 

 ＊Excel にファイルを展開し加工した後は、そのファイルを［*.csv］から［*.xls］に変更して保存してください。 

 
(3)分布図表示 

条件検索後の［検索結果一覧］画面に表示されている企業をグラフ表示します。 

 
①［検索結果一覧］画面の［分布図表示］ボタンをクリックし

ます。 

 
 

  

 

 
  

②グラフの点にマウスのポインタをあてると、検索条件で

選択した［グラフ表示の X 軸項目］と［倒産予測値］の値を

画面下部に表示します。 
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３．検索結果グラフ表示からの機能 

条件検索で［検索結果表示方法］の［分布図］を選択した場合について説明します。 

 
(1) 個別企業の照会 

 
①［検索結果グラフ表示］画面 

 条件検索で設定した条件に合致する企業をグラフにて表

示します。 

 画面左上の［一覧表示］ボタンをクリックすると、［検索結

果一覧］画面が表示されます。 
 

 

 
②グラフの点にマウスのポインタをあてると、その点の値を

画面下部に表示します。 

 

  
 

 

 

 
③グラフの点をクリックすると、該当企業の［倒産予測値情

報］画面が表示されます。 
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(2)グラフの範囲指定 

 
①グラフ座標を右クリックしたままマウスを動かし範囲を

選択します。 

 
 

 

 

 

 
②選択範囲に該当する企業の情報を分布図表示するか

確認するメッセージが表示されますので［はい］ボタンを

クリックします。 
 

 
③グラフ上で範囲選択された企業のみを分布図で表示

させることができます。 

 さらに、［一覧表示］をクリックすると分布図上の企業を

一覧で表示します。 
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第Ⅴ章 データ管理・メンテナンス 
データの管理方法について説明します。 

 

１． ユーザー項目名設定 

①［倒産予測値ブラウザ トップ］画面を開きます。  

［データ管理］ボタンをクリックします。 
 

 

 

 

 

 

②［データ管理］画面が表示されます。［項目名設定］のタブ

を選択し、開きます。 

ユーザー項目名を入力後、［設定］ボタンをクリックします。確

認のメッセージの［はい］ボタンをクリックします。終了のメッセ

ージが出ましたら、［OK］ボタンをクリックして設定完了です。 

 

＊入力桁数について 

［ユーザー項目 3］：全角文字・8 桁 

［ユーザー項目 4］：全角文字・8 桁 

＊ユーザー項目名称変更例 

［自社評点］［手形債権残高］［与信金額］等 
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２．データ一括削除 

 

(1)全データ一括削除 

倒産予測値情報及び関連情報を一括削除します。 

   
①［倒産予測値ブラウザ トップ］画面を開きます。 

［データ管理］ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 
②［データ管理］が表示されます。［データ削除］ のタブ

を開きます。 

［全データ一括削除］のチェックボックスにチェックを入れ

て［削除］ボタンをクリックします。削除確認のメッセージ

が表示されますので、よろしければ［はい］ボタンをクリッ

クします。終了のメッセージが出ましたら、［OK］ボタンを

クリックして削除完了です。 

 
＊［全データ一括削除］はデータベースを初期の状態に戻します。削除しますとデータを元に戻すことは出来ません。削除され

る際には、事前にデータベースのバックアップを行って下さい。  
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(2)マスタ情報一括削除 

コードマスタ情報を削除します。 

①［倒産予測値ブラウザ トップ］画面を開きます。 

[データ管理］ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

  

 
②［データ管理］が表示されます。［データ削除］ のタブを開

きます。［マスタ情報一括削除］のチェックボックスにチェック

を入れて、プルダウンリストから削除するマスタを選択します。

［削除］ボタンをクリックすると、削除確認のメッセージが表示

されますので、削除するマスタが正しければ［はい］ボタンを

クリックします。終了のメッセージが出ましたら、［OK］ボタン

をクリックして削除完了です。 

 



倒産予測値ブラウザ 操作説明書 

37 
©Copyright, Teikoku Databank, Ltd. All Rights Reserved 

（禁無断複写転用） 

(3)企業コード指定情報一括削除 

個別企業の倒産予測値情報及び関連情報を削除します。 

 
①［倒産予測値ブラウザ トップ］画面を開きます。 

［データ管理］ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 
②［データ管理］が表示されます。［データ削除］タブを開き

ます。［企業コード指定情報一括削除］のチェックボックスに

チェックを入れて、［企業コード］欄に、削除する企業の企業

コードを入力します。 ［削除］ボタンをクリックすると、削除

確認のメッセージが表示されますので、削除する企業の企

業コードが正しければ［はい］ボタンをクリックします。終了

のメッセージが出たら、［OK］ボタンをクリックして削除完了

です。 
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(4)倒産予測値及び関連情報一括削除 

倒産予測値情報及び関連情報の指定した日付以前の履歴を削除します。 

 
①［倒産予測値ブラウザ トップ］画面を開きます。 

［データ管理］ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 
②［データ管理］が表示されます。［データ削除］ タブを開き

ます。［倒産予測値及び関連情報一括削除］のチェックボッ

クスにチェックを入れて、［算出年月指定］の年月欄に、基準

日となる年月を西暦で入力します。入力した基準日以前の

倒産予測値情報及び関連情報の履歴を全て削除します。

［削除］ボタンをクリックすると、削除確認のメッセージが表示

されますので、削除する基準日が正しければ［はい］ボタン

をクリックします。終了のメッセージが出たら、［OK］ボタンを

クリックして削除完了です。 
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３．データベース バックアップ・復元 

 

(1)データベース バックアップ 

 

①［倒産予測値ブラウザ トップ］画面を開きます。 

［データ管理］ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 
②［データ管理］が表示されます。［バックアップ／復元］の

タブを開きます。［バックアップ］にチェックを入れて、［開

始］ボタンをクリックします。 
＊初期設定では［倒産予測値ブラウザ］フォルダの中にバックアップ日の

日付のフォルダを作成するように設定されています。保存先又はフォルダ

名を変更したい場合は、［参照］ボタンをクリックしてディレクトリを変更す

ることができます。 

 

 
③フォルダ作成の確認メッセージが表示されます。［はい］

ボタンをクリックします。終了のメッセージが出たら、［OK］

ボタンをクリックしてバックアップ完了です。 
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(2)データベース復元 

 
バックアップしたデータベースを復元することができます。 

 
①［倒産予測値ブラウザ トップ］画面を開きます 

［データ管理］ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 
②［データ管理］画面が表示されます。 

［バックアップ／復元］のタブを開きます。［復元］にチェック

を入れて、復元元の［参照］ボタンをクリックします。 

 
 

 

  

 
③［ファイルの場所］に、バックアップ時のフォルダを指定し、

［YOSOKUB2011.mdb］ファイルをクリックします。［ファイ

ル名］が正しく表示されていることを確認後、［開く］ボタンを

クリックします。 
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④復元元のフルパス名が正しく表示されていることを確

認後、［開始］ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 
⑤復元開始の確認メッセージが表示されます。［はい］ボ

タンをクリックします。終了のメッセージが出たら、［OK］

ボタンをクリックして復元完了です。 
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４．データベース 適化 

 
 

 

 

 
①［倒産予測値ブラウザ トップ］画面を開きます。 

［修復／ 適化］ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 
②［修復／ 適化］画面が表示されます。 

適化を行う mdb のフルパス名が、正しく表示されてい

ることを確認後、［開始］ボタンをクリックします。 

 

 

 

 
③確認のメーセージの［はい］ボタンをクリックします。終了

のメッセージが出たら、［OK］ボタンをクリックして 適化完

了です。 

 

 
Windows Vista、7、8 は米国マイクロソフト社の登録商標です。 

Pentium は米国インテル社の登録商標です。 

なお、本文中においては、®、©、™を割愛しています。 

 
【 製 造 元 】 
アイティーエス株式会社 
〒104-0061 東京都中央区銀座 7-16-3 日鐵木挽ビル 3 階 
TEL：03-5550-0775 FAX：03-5550-0792 
Mail:staff_siguma@itsj.net 

  システムのご利用頻度にもよりますが、システムの安定と検索速度の低下防止の為に、最低でも

1 ヶ月に 1 度はデータファイルの修復と最適化を行ってください。   
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