
1世紀以上にわたり企業信用調査を行ってきた帝国データバンク
（TDB）が守り続けたポリシー、それは「現地現認」。全国83カ所の情報
ネットワークにより、1,700人の調査員が企業を直接訪問し、取材を行
います。新規取引開始時、既存取引拡大・見直しの際や取引先・同
業他社の分析材料としてお使いいただけます。

ご指定企業の変化や動向を1年間にわたってモニタリングい
たします。年2回の信用調査をはじめとして、経営環境の変化、
信用に関する情報や変動情報を入手しだい、ご連絡いたしま
す。大口取引先・新規取引先の継続的なリスク管理や、競
合先等の情報収集にお役立てください。

※本サービスのご利用に際しては、あらか

じめ会員登録、調査問合票のご購入が

必要です。調査問合票は「SAFETY」

「海外企業信用調査」にもご利用いた

だけます。

電子証明書はICカードに格納。お申込

みから約10日間でスピード発行します。

全国の電子入札実施状況など役立

つ情報を電子メールで無料配信。

専用ヘルプデスクを設置。セットアップ

サービス協力企業によるサポートも

充実しております。

TDB サーバ証明書発行サービス
Webサイトの運営者・運営組織の実在性を証明し、ブラウザとサイト間の通信を暗号化する電子証明書発行サービスです。
・証明書の暗号化機能でWebサイトに送る情報は暗号化され、盗聴、改ざん、なりすましを防ぎます
・ドメイン認証／組織認証で、サイト運営者の実在性を証明します

組織内個人用「電子証明書」

電子政府・電子自治体対応「電子証明書」

ＴＤＢ ＤｉｇｉＣｅｒｔ電子認証サービスＣｌａｓｓ２

ＷＥＢ関連サービス

ＴＤＢ電子認証サービスＴｙｐｅＡ

利用者在籍確認とともに所属組織確認のうえ発行される高認証レベルの個人用電子証明書です。以下の用途でご利用いただけます。
・契約書、見積書、社内マニュアル等電子ファイルへの電子署名　　　・会員制Webサービスのアクセスコントロール
・厚生労働省「医薬品医療機器申請システム」の利用　など

2003年に電子署名法における特定認証業務の認定を取得し、電子入札コアシステム・政
府電子調達（GEPS）をはじめとする電子政府・電子自治体への電子入札に利用可能な電
子証明書を発行するサービスです。また、一部省庁での電子申請や電子申告・納税の他、企
業間での電子契約等、様 な々場面でご利用いただけます。なお2019年10月には電子委任状
法に基づく電子委任状取扱業務の認定を取得し、電子委任状の発行にも対応しています。

知りたい会社の情報を手軽に確認 決算公告や企業PRをTDBのWebサイトで

ホームページの作成・運用をサポート 企業価値評価サービス

TDBのWebサイトにて全国の企業の概要情報をリーズナブ
ルな料金でご覧いただけます。

会社法で定められた「決算公告」をインターネットにて
低価格で実現。

自社ホームページの開設などインターネット活用に関するお
悩みをスピーディーかつリーズナブルに解決します。

自社ホームページURLへのリンクや主要商品紹介
などの企業PRができます。

自社や気になる他社の「企業価値」を、専用サイト
（https://tdb.qr i . jp/top.html）でいつでも簡単に
算出できるサービスです。

https://www.tdb-net.com

ホームページ作成からeビジネスの展開まで、ネッ
トコンサルティング全般を承ります。また、Pマーク
やISMSなどの取得をサポートいたします。

商業登記や不動産登記等を、受付後約3時間
でお手元へお届けする「登記情報取得サービス」
をはじめ、データ入力やDM発送など、業務効率
化のアウトソーシングを幅広くサポートします。

独自のネットワークを通じ、欧米の企業信用調査
および市場調査サービスを提供しています。時々
刻 と々変化するグローバルマーケットにおけるビジ
ネスをサポートします。

「DataDrive」をはじめ、お客さまが持つ取引先情報
とCOSMOSや倒産予測値等を一元管理できる
ツールの開発と運用を行っています。また、お客さま
のご要望に応じた受託開発も手掛けています。

https://www.tdbis.com

お客さまの経営課題解決に向けて、システムソ
リューション事業（SES開発、受託開発、データ
エントリー）、M&A事業、コンサルティング事業を
行っています。

https://www.tdbax.co.jp

https://www.tdbbs.co.jp

https://www.teikoku.com（英語）

750-202301-035https://www.tdb.co.jp/privacy

［帝国データバンク情報システム］

［帝国データバンクアクシス］
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コンサルティングサービス

お客さまのご要望ひとつひとつに応じ、オーダーメイドの調査を行うマーケティングサービス。
TDB独自の調査ノウハウ、全国83カ所のネットワーク、膨大な企業情報データベースを駆使し
て、きめ細かいリサーチを行います。新規事業への参入、新製品の投入など、貴社の新しいビ
ジネスをサポートします。

＊概要レベルの決算書をご提供するCOSMOS財務要旨ファイルもございます。

■ マーケティングサービス
 ・ カスタマイズリストアップ
　株式公開意向企業
　インターネット通販企業
　健康食品の小売を行っている企業
　後継者不在企業
　オーナー企業

 ・ アンケート調査（電話調査・郵送調査）
　人材確保に関するアンケート調査
　指定機械設備の導入状況調査
　ビルメンテナンス業界における管理シス
テム導入状況調査
　IT導入状況調査

 ・ 市場調査
　指定地域ホテルの市場動向調査
　建具業界の市場調査

 ・ 顧客満足度調査（CS調査）
　金融機関顧客満足度調査
　建設資材の満足度調査

 ・ 業界調査
　電気自動車業界調査
　クリーンエネルギー関連業界調査
　生コン業界調査
　食肉加工業界調査
　冷凍食品業界調査

■ 官公庁向けサービス
　企業誘致アンケート調査
　域内企業の実態調査
　ローカルベンチマーク活用支援
　地域未来牽引企業の選出

■1年以内に企業が倒産する確率を個別企業ごとに算出したリスク指標を毎月提供します。
■倒産予測値（％）に加えて、倒産予測値を10段階に区分した予測値グレード（格付）も提供します。
■CCR（調査報告書）やCOSMOS2（企業概要データ）、COSMOS1（単独財務データ）、変動情報等を主体に3種類の倒
産予測モデルをLogistic回帰分析により構築しています。
■定性情報を重視しているため、決算書未入手の企業に対しても毎月算出が可能です。
■倒産予測値を取引先各社に付与して、取引先全体のリスクの分布を把握できます。
■CCR（調査報告書）やCOSMOS2（企業概要データ）と併用することで、更に精緻な与信管理を行うことができます。

■1年以内に企業が休廃業・解散する確率を個別企業ごとに算出したリスク指標をスポット提供します。
■算出結果は10段階のリスク格付【QPランク】で提供します。
■CCR（調査報告書）やCOSMOS2（企業概要データ）、変動情報等を主体にLogistic回帰分析により休廃業予測モデルを
構築しています。
■事業継承の支援やサプライチェーンの再編など、プロアクティブな対応が可能となります。
■「倒産予測値」と組み合わせることで、さらに支援対象を絞り込むことも可能です。

休廃業予測モデル「QP」

倒産予測値

東日本編・西日本編 4冊1組

優良・有力14万社の企業情報事典

優良・有力企業14万社を収録。資本金・売上高・株
主など23項目の情報を網羅しており、取引先の現況
診断や営業開拓にご活用
いただけます。

1906年創刊の産業経済紙。調査ネットワークを利用
した地域経済動向や企業倒産後の追跡記事などを
掲載。

収益性・効率性・安定性・成長性・採算性の5つのポイ
ントからみた重要な56項目の財務分析指標を産業別・
規模（総資本）別に算出。

企業動向・経済情報の専門紙。
倒産情報や債権者名簿、話題の企業の動向など、
与信管理をはじめとするビジネスに
有益な情報をいち早くご提供します。

リスクマネジメント能力・ビジネスセンスを磨く

日刊版や各地域に特化し
たブロック版、県版のほか、
インターネットでご覧いただ
ける電子版もご用意してい
ます。

キャッシュフローの基礎知識や事例をわかりやすく解
説した「早わかり知識編」と、経営分析に不可欠な17
種類の財務指標を直近4期分の決算をもとに時系列
で収録した「最新データ編」の2冊1組。

■ コンサルティングサービス
　経営者・経営幹部・管理職の育成支援
　人事制度構築・人事採用・定着化・戦力化サポート
　知的資産経営・企業経営診断・中期経営計画策定支援
　ISO（品質／情報セキュリティ／労働安全衛生/食品安全）など認証取得支援
　店舗開発／出店サポート・ECサイト出店／運営支援

最大の情報インフラであるインターネットを、
ビジネスに利用しない手はありません。
帝国データバンクがお届けするCOSMOSNETは、
インターネットで、ビジネスに役立つ多彩な情報を提供する
会員制ビジネス情報サービスです。

データの可視化ツール「DataDrive」を使えば、様々な視点で情報を確認でき、お客さまの更なるデータ活用を
促進します。
・COSMOS2や倒産予測値、CCRなどのTDBデータとお客さまが持つ取引先情報を一元管理
・お客さまにとって最適な環境（クラウド/スタンドアロン）でご提供

システム連携により、お客さまのシステムから直接、全国全業種の企業情報が収録された帝国データバンクの
データベースを検索して、データを取得し、システムに取り込んでいただけます。
各種SFA/CRMシステムとの連携モジュールもご用意しています。

◎全世界の上場・非上場企業約4億件のグローバル企業情報
データベース海外企業情報をより便利でスピーディに！

◎日本最大級の企業概要データCOSMOS2、
　国内企業情報がますます充実しました！

ビジネスに役立つ
あらゆる情報をワンストップで。

営業ターゲット・取引先リスト作成

倒産予測値

SAFETY

相関図

海外企業概要/財務データ

海外企業信用調査報告書

倒産・動向記事

帝国ニュース電子版

新設企業データ

企業コード問い合わせ

業界動向

ゲートウェイサービス
　G-Search（ジー・サーチ社）

国内企業のプロフィール情報

C-モニタリング

Company Retrieval

COSMOSNET API

DataDrive

帝国ニュース電子版
網羅性の高い倒産情報のほか、全国36版の帝国ニュース紙面で連載中の人気REPORT記事も掲載。TDBで入手した全て
の倒産記事・債権者名簿を検索・閲覧できるのは帝国ニュース電子版だけ！

「TDB REPORT ONLINE」（TRO）は、話題の経済トピックスに関するTDBオリジナルデータや識者・経営者へのインタビュー、
主要な業界の動向や各種データ類を発信する、有料会員制オンラインサイトです。業界全体から個別企業まで取り上げ、経営
の羅針盤となる情報で企業価値向上や業務拡大をサポートします。

◎あらゆる情報にアクセス
倒産情報はもちろんのこと、経営に役立つREPORT記事や、営業に役立つ入札情報も掲載！

◎知りたい情報を簡単検索
倒産の負債額、業種、日付、キーワードなどで検索して、膨大な記事の中から必要な情報を効率よく探すことができます。フリーワード検索
から債権者名で検索することもできます。

◎メール配信でリアルタイムに情報をお届け
負債額の大きい倒産情報や話題性のある倒産情報を配信する「大型倒産速報」のほか、特定のエリアや業種の倒産情報を配信する
「倒産情報おまかせメール」など、知りたい情報をいち早くお知らせします！

■TDB業界動向
国内主要100業界、約200分野の動向を、主要企業の最新業績や各種統計などを交えて解説します。新たなビジネス展開の資料、事
業計画立案、営業開拓などにご活用ください。各業界の情勢を俯瞰できる天気図も掲載。

■お役立ちデータダウンロード
国内の注目企業、優良企業のリストをExcel形式でダウンロードいただけます。

倒産情報をはじめとする有益な情報を
WEBならではのスピードでお届け

ビジネスのトレンド情報で、
企業価値向上や新規取引先獲得をサポート

お客さまのシステムと帝国データバンクの
データベースを直結

企業基本情報
企業概要情報
調査報告書
財務情報
法人番号

APIサービスで
連携

お客さま

顧客管理システム
与信・審査システム
営業ターゲットリスト
取引先データベース

各種SFA/CRMシステム
サイト問合せフォーム
　　　　　　　など

検索

データ取込

サービス詳細・デモ画面
はこちら

TROはこちら

COSMOSNET API

企業情報データ運用サービス



コンサルティングサービス

お客さまのご要望ひとつひとつに応じ、オーダーメイドの調査を行うマーケティングサービス。
TDB独自の調査ノウハウ、全国83カ所のネットワーク、膨大な企業情報データベースを駆使し
て、きめ細かいリサーチを行います。新規事業への参入、新製品の投入など、貴社の新しいビ
ジネスをサポートします。

＊概要レベルの決算書をご提供するCOSMOS財務要旨ファイルもございます。

■ マーケティングサービス
 ・ カスタマイズリストアップ
　株式公開意向企業
　インターネット通販企業
　健康食品の小売を行っている企業
　後継者不在企業
　オーナー企業

 ・ アンケート調査（電話調査・郵送調査）
　人材確保に関するアンケート調査
　指定機械設備の導入状況調査
　ビルメンテナンス業界における管理シス
テム導入状況調査
　IT導入状況調査

 ・ 市場調査
　指定地域ホテルの市場動向調査
　建具業界の市場調査

 ・ 顧客満足度調査（CS調査）
　金融機関顧客満足度調査
　建設資材の満足度調査

 ・ 業界調査
　電気自動車業界調査
　クリーンエネルギー関連業界調査
　生コン業界調査
　食肉加工業界調査
　冷凍食品業界調査

■ 官公庁向けサービス
　企業誘致アンケート調査
　域内企業の実態調査
　ローカルベンチマーク活用支援
　地域未来牽引企業の選出

■1年以内に企業が倒産する確率を個別企業ごとに算出したリスク指標を毎月提供します。
■倒産予測値（％）に加えて、倒産予測値を10段階に区分した予測値グレード（格付）も提供します。
■CCR（調査報告書）やCOSMOS2（企業概要データ）、COSMOS1（単独財務データ）、変動情報等を主体に3種類の倒
産予測モデルをLogistic回帰分析により構築しています。

■定性情報を重視しているため、決算書未入手の企業に対しても毎月算出が可能です。
■倒産予測値を取引先各社に付与して、取引先全体のリスクの分布を把握できます。
■CCR（調査報告書）やCOSMOS2（企業概要データ）と併用することで、更に精緻な与信管理を行うことができます。

■1年以内に企業が休廃業・解散する確率を個別企業ごとに算出したリスク指標をスポット提供します。
■算出結果は10段階のリスク格付【QPランク】で提供します。
■CCR（調査報告書）やCOSMOS2（企業概要データ）、変動情報等を主体にLogistic回帰分析により休廃業予測モデルを
構築しています。

■事業継承の支援やサプライチェーンの再編など、プロアクティブな対応が可能となります。
■「倒産予測値」と組み合わせることで、さらに支援対象を絞り込むことも可能です。

休廃業予測モデル「QP」

倒産予測値

東日本編・西日本編 4冊1組

優良・有力14万社の企業情報事典

優良・有力企業14万社を収録。資本金・売上高・株
主など23項目の情報を網羅しており、取引先の現況
診断や営業開拓にご活用
いただけます。

1906年創刊の産業経済紙。調査ネットワークを利用
した地域経済動向や企業倒産後の追跡記事などを
掲載。

収益性・効率性・安定性・成長性・採算性の5つのポイ
ントからみた重要な56項目の財務分析指標を産業別・
規模（総資本）別に算出。

企業動向・経済情報の専門紙。
倒産情報や債権者名簿、話題の企業の動向など、
与信管理をはじめとするビジネスに
有益な情報をいち早くご提供します。

リスクマネジメント能力・ビジネスセンスを磨く

日刊版や各地域に特化し
たブロック版、県版のほか、
インターネットでご覧いただ
ける電子版もご用意してい
ます。

キャッシュフローの基礎知識や事例をわかりやすく解
説した「早わかり知識編」と、経営分析に不可欠な17
種類の財務指標を直近4期分の決算をもとに時系列
で収録した「最新データ編」の2冊1組。

■ コンサルティングサービス
　経営者・経営幹部・管理職の育成支援
　人事制度構築・人事採用・定着化・戦力化サポート
　知的資産経営・企業経営診断・中期経営計画策定支援
　ISO（品質／情報セキュリティ／労働安全衛生/食品安全）など認証取得支援
　店舗開発／出店サポート・ECサイト出店／運営支援

最大の情報インフラであるインターネットを、
ビジネスに利用しない手はありません。
帝国データバンクがお届けするCOSMOSNETは、
インターネットで、ビジネスに役立つ多彩な情報を提供する
会員制ビジネス情報サービスです。

データの可視化ツール「DataDrive」を使えば、様々な視点で情報を確認でき、お客さまの更なるデータ活用を
促進します。
・COSMOS2や倒産予測値、CCRなどのTDBデータとお客さまが持つ取引先情報を一元管理
・お客さまにとって最適な環境（クラウド/スタンドアロン）でご提供

システム連携により、お客さまのシステムから直接、全国全業種の企業情報が収録された帝国データバンクの
データベースを検索して、データを取得し、システムに取り込んでいただけます。
各種SFA/CRMシステムとの連携モジュールもご用意しています。

◎全世界の上場・非上場企業約4億件のグローバル企業情報
データベース海外企業情報をより便利でスピーディに！

◎日本最大級の企業概要データCOSMOS2、
　国内企業情報がますます充実しました！

ビジネスに役立つ
あらゆる情報をワンストップで。

営業ターゲット・取引先リスト作成

倒産予測値

SAFETY

相関図

海外企業概要/財務データ

海外企業信用調査報告書

倒産・動向記事

帝国ニュース電子版

新設企業データ

企業コード問い合わせ

業界動向

ゲートウェイサービス
　G-Search（ジー・サーチ社）

国内企業のプロフィール情報

C-モニタリング

Company Retrieval

COSMOSNET API

DataDrive

帝国ニュース電子版
網羅性の高い倒産情報のほか、全国36版の帝国ニュース紙面で連載中の人気REPORT記事も掲載。TDBで入手した全て
の倒産記事・債権者名簿を検索・閲覧できるのは帝国ニュース電子版だけ！

「TDB REPORT ONLINE」（TRO）は、話題の経済トピックスに関するTDBオリジナルデータや識者・経営者へのインタビュー、
主要な業界の動向や各種データ類を発信する、有料会員制オンラインサイトです。業界全体から個別企業まで取り上げ、経営
の羅針盤となる情報で企業価値向上や業務拡大をサポートします。

◎あらゆる情報にアクセス
倒産情報はもちろんのこと、経営に役立つREPORT記事や、営業に役立つ入札情報も掲載！

◎知りたい情報を簡単検索
倒産の負債額、業種、日付、キーワードなどで検索して、膨大な記事の中から必要な情報を効率よく探すことができます。フリーワード検索
から債権者名で検索することもできます。

◎メール配信でリアルタイムに情報をお届け
負債額の大きい倒産情報や話題性のある倒産情報を配信する「大型倒産速報」のほか、特定のエリアや業種の倒産情報を配信する
「倒産情報おまかせメール」など、知りたい情報をいち早くお知らせします！

■TDB業界動向
国内主要100業界、約200分野の動向を、主要企業の最新業績や各種統計などを交えて解説します。新たなビジネス展開の資料、事
業計画立案、営業開拓などにご活用ください。各業界の情勢を俯瞰できる天気図も掲載。

■お役立ちデータダウンロード
国内の注目企業、優良企業のリストをExcel形式でダウンロードいただけます。

倒産情報をはじめとする有益な情報を
WEBならではのスピードでお届け

ビジネスのトレンド情報で、
企業価値向上や新規取引先獲得をサポート

お客さまのシステムと帝国データバンクの
データベースを直結

企業基本情報
企業概要情報
調査報告書
財務情報
法人番号

APIサービスで
連携

お客さま

顧客管理システム
与信・審査システム
営業ターゲットリスト
取引先データベース

各種SFA/CRMシステム
サイト問合せフォーム
　　　　　　　など

検索

データ取込

サービス詳細・デモ画面
はこちら

TROはこちら

COSMOSNET API

企業情報データ運用サービス



コンサルティングサービス

お客さまのご要望ひとつひとつに応じ、オーダーメイドの調査を行うマーケティングサービス。
TDB独自の調査ノウハウ、全国83カ所のネットワーク、膨大な企業情報データベースを駆使し
て、きめ細かいリサーチを行います。新規事業への参入、新製品の投入など、貴社の新しいビ
ジネスをサポートします。

＊概要レベルの決算書をご提供するCOSMOS財務要旨ファイルもございます。

■ マーケティングサービス
 ・ カスタマイズリストアップ
　株式公開意向企業
　インターネット通販企業
　健康食品の小売を行っている企業
　後継者不在企業
　オーナー企業

 ・ アンケート調査（電話調査・郵送調査）
　人材確保に関するアンケート調査
　指定機械設備の導入状況調査
　ビルメンテナンス業界における管理シス
テム導入状況調査
　IT導入状況調査

 ・ 市場調査
　指定地域ホテルの市場動向調査
　建具業界の市場調査

 ・ 顧客満足度調査（CS調査）
　金融機関顧客満足度調査
　建設資材の満足度調査

 ・ 業界調査
　電気自動車業界調査
　クリーンエネルギー関連業界調査
　生コン業界調査
　食肉加工業界調査
　冷凍食品業界調査

■ 官公庁向けサービス
　企業誘致アンケート調査
　域内企業の実態調査
　ローカルベンチマーク活用支援
　地域未来牽引企業の選出

■1年以内に企業が倒産する確率を個別企業ごとに算出したリスク指標を毎月提供します。
■倒産予測値（％）に加えて、倒産予測値を10段階に区分した予測値グレード（格付）も提供します。
■CCR（調査報告書）やCOSMOS2（企業概要データ）、COSMOS1（単独財務データ）、変動情報等を主体に3種類の倒
産予測モデルをLogistic回帰分析により構築しています。
■定性情報を重視しているため、決算書未入手の企業に対しても毎月算出が可能です。
■倒産予測値を取引先各社に付与して、取引先全体のリスクの分布を把握できます。
■CCR（調査報告書）やCOSMOS2（企業概要データ）と併用することで、更に精緻な与信管理を行うことができます。

■1年以内に企業が休廃業・解散する確率を個別企業ごとに算出したリスク指標をスポット提供します。
■算出結果は10段階のリスク格付【QPランク】で提供します。
■CCR（調査報告書）やCOSMOS2（企業概要データ）、変動情報等を主体にLogistic回帰分析により休廃業予測モデルを
構築しています。
■事業継承の支援やサプライチェーンの再編など、プロアクティブな対応が可能となります。
■「倒産予測値」と組み合わせることで、さらに支援対象を絞り込むことも可能です。

休廃業予測モデル「QP」

倒産予測値

東日本編・西日本編 4冊1組

優良・有力14万社の企業情報事典

優良・有力企業14万社を収録。資本金・売上高・株
主など23項目の情報を網羅しており、取引先の現況
診断や営業開拓にご活用
いただけます。

1906年創刊の産業経済紙。調査ネットワークを利用
した地域経済動向や企業倒産後の追跡記事などを
掲載。

収益性・効率性・安定性・成長性・採算性の5つのポイ
ントからみた重要な56項目の財務分析指標を産業別・
規模（総資本）別に算出。

企業動向・経済情報の専門紙。
倒産情報や債権者名簿、話題の企業の動向など、
与信管理をはじめとするビジネスに
有益な情報をいち早くご提供します。

リスクマネジメント能力・ビジネスセンスを磨く

日刊版や各地域に特化し
たブロック版、県版のほか、
インターネットでご覧いただ
ける電子版もご用意してい
ます。

キャッシュフローの基礎知識や事例をわかりやすく解
説した「早わかり知識編」と、経営分析に不可欠な17
種類の財務指標を直近4期分の決算をもとに時系列
で収録した「最新データ編」の2冊1組。

■ コンサルティングサービス
　経営者・経営幹部・管理職の育成支援
　人事制度構築・人事採用・定着化・戦力化サポート
　知的資産経営・企業経営診断・中期経営計画策定支援
　ISO（品質／情報セキュリティ／労働安全衛生/食品安全）など認証取得支援
　店舗開発／出店サポート・ECサイト出店／運営支援

最大の情報インフラであるインターネットを、
ビジネスに利用しない手はありません。
帝国データバンクがお届けするCOSMOSNETは、
インターネットで、ビジネスに役立つ多彩な情報を提供する
会員制ビジネス情報サービスです。

データの可視化ツール「DataDrive」を使えば、様々な視点で情報を確認でき、お客さまの更なるデータ活用を
促進します。
・COSMOS2や倒産予測値、CCRなどのTDBデータとお客さまが持つ取引先情報を一元管理
・お客さまにとって最適な環境（クラウド/スタンドアロン）でご提供

システム連携により、お客さまのシステムから直接、全国全業種の企業情報が収録された帝国データバンクの
データベースを検索して、データを取得し、システムに取り込んでいただけます。
各種SFA/CRMシステムとの連携モジュールもご用意しています。

◎全世界の上場・非上場企業約4億件のグローバル企業情報
データベース海外企業情報をより便利でスピーディに！

◎日本最大級の企業概要データCOSMOS2、
　国内企業情報がますます充実しました！

ビジネスに役立つ
あらゆる情報をワンストップで。

営業ターゲット・取引先リスト作成

倒産予測値

SAFETY

相関図

海外企業概要/財務データ

海外企業信用調査報告書

倒産・動向記事

帝国ニュース電子版

新設企業データ

企業コード問い合わせ

業界動向

ゲートウェイサービス
　G-Search（ジー・サーチ社）

国内企業のプロフィール情報

C-モニタリング

Company Retrieval

COSMOSNET API

DataDrive

帝国ニュース電子版
網羅性の高い倒産情報のほか、全国36版の帝国ニュース紙面で連載中の人気REPORT記事も掲載。TDBで入手した全て
の倒産記事・債権者名簿を検索・閲覧できるのは帝国ニュース電子版だけ！

「TDB REPORT ONLINE」（TRO）は、話題の経済トピックスに関するTDBオリジナルデータや識者・経営者へのインタビュー、
主要な業界の動向や各種データ類を発信する、有料会員制オンラインサイトです。業界全体から個別企業まで取り上げ、経営
の羅針盤となる情報で企業価値向上や業務拡大をサポートします。

◎あらゆる情報にアクセス
倒産情報はもちろんのこと、経営に役立つREPORT記事や、営業に役立つ入札情報も掲載！

◎知りたい情報を簡単検索
倒産の負債額、業種、日付、キーワードなどで検索して、膨大な記事の中から必要な情報を効率よく探すことができます。フリーワード検索
から債権者名で検索することもできます。

◎メール配信でリアルタイムに情報をお届け
負債額の大きい倒産情報や話題性のある倒産情報を配信する「大型倒産速報」のほか、特定のエリアや業種の倒産情報を配信する
「倒産情報おまかせメール」など、知りたい情報をいち早くお知らせします！

■TDB業界動向
国内主要100業界、約200分野の動向を、主要企業の最新業績や各種統計などを交えて解説します。新たなビジネス展開の資料、事
業計画立案、営業開拓などにご活用ください。各業界の情勢を俯瞰できる天気図も掲載。

■お役立ちデータダウンロード
国内の注目企業、優良企業のリストをExcel形式でダウンロードいただけます。

倒産情報をはじめとする有益な情報を
WEBならではのスピードでお届け

ビジネスのトレンド情報で、
企業価値向上や新規取引先獲得をサポート

お客さまのシステムと帝国データバンクの
データベースを直結

企業基本情報
企業概要情報
調査報告書
財務情報
法人番号

APIサービスで
連携

お客さま

顧客管理システム
与信・審査システム
営業ターゲットリスト
取引先データベース

各種SFA/CRMシステム
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コンサルティングサービス

お客さまのご要望ひとつひとつに応じ、オーダーメイドの調査を行うマーケティングサービス。
TDB独自の調査ノウハウ、全国83カ所のネットワーク、膨大な企業情報データベースを駆使し
て、きめ細かいリサーチを行います。新規事業への参入、新製品の投入など、貴社の新しいビ
ジネスをサポートします。

＊概要レベルの決算書をご提供するCOSMOS財務要旨ファイルもございます。

■ マーケティングサービス
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　インターネット通販企業
　健康食品の小売を行っている企業
　後継者不在企業
　オーナー企業

 ・ アンケート調査（電話調査・郵送調査）
　人材確保に関するアンケート調査
　指定機械設備の導入状況調査
　ビルメンテナンス業界における管理シス
テム導入状況調査
　IT導入状況調査

 ・ 市場調査
　指定地域ホテルの市場動向調査
　建具業界の市場調査

 ・ 顧客満足度調査（CS調査）
　金融機関顧客満足度調査
　建設資材の満足度調査

 ・ 業界調査
　電気自動車業界調査
　クリーンエネルギー関連業界調査
　生コン業界調査
　食肉加工業界調査
　冷凍食品業界調査

■ 官公庁向けサービス
　企業誘致アンケート調査
　域内企業の実態調査
　ローカルベンチマーク活用支援
　地域未来牽引企業の選出

■1年以内に企業が倒産する確率を個別企業ごとに算出したリスク指標を毎月提供します。
■倒産予測値（％）に加えて、倒産予測値を10段階に区分した予測値グレード（格付）も提供します。
■CCR（調査報告書）やCOSMOS2（企業概要データ）、COSMOS1（単独財務データ）、変動情報等を主体に3種類の倒
産予測モデルをLogistic回帰分析により構築しています。

■定性情報を重視しているため、決算書未入手の企業に対しても毎月算出が可能です。
■倒産予測値を取引先各社に付与して、取引先全体のリスクの分布を把握できます。
■CCR（調査報告書）やCOSMOS2（企業概要データ）と併用することで、更に精緻な与信管理を行うことができます。

■1年以内に企業が休廃業・解散する確率を個別企業ごとに算出したリスク指標をスポット提供します。
■算出結果は10段階のリスク格付【QPランク】で提供します。
■CCR（調査報告書）やCOSMOS2（企業概要データ）、変動情報等を主体にLogistic回帰分析により休廃業予測モデルを
構築しています。

■事業継承の支援やサプライチェーンの再編など、プロアクティブな対応が可能となります。
■「倒産予測値」と組み合わせることで、さらに支援対象を絞り込むことも可能です。

休廃業予測モデル「QP」

倒産予測値

東日本編・西日本編 4冊1組

優良・有力14万社の企業情報事典

優良・有力企業14万社を収録。資本金・売上高・株
主など23項目の情報を網羅しており、取引先の現況
診断や営業開拓にご活用
いただけます。

1906年創刊の産業経済紙。調査ネットワークを利用
した地域経済動向や企業倒産後の追跡記事などを
掲載。

収益性・効率性・安定性・成長性・採算性の5つのポイ
ントからみた重要な56項目の財務分析指標を産業別・
規模（総資本）別に算出。

企業動向・経済情報の専門紙。
倒産情報や債権者名簿、話題の企業の動向など、
与信管理をはじめとするビジネスに
有益な情報をいち早くご提供します。

リスクマネジメント能力・ビジネスセンスを磨く

日刊版や各地域に特化し
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インターネットでご覧いただ
ける電子版もご用意してい
ます。

キャッシュフローの基礎知識や事例をわかりやすく解
説した「早わかり知識編」と、経営分析に不可欠な17
種類の財務指標を直近4期分の決算をもとに時系列
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■ コンサルティングサービス
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　人事制度構築・人事採用・定着化・戦力化サポート
　知的資産経営・企業経営診断・中期経営計画策定支援
　ISO（品質／情報セキュリティ／労働安全衛生/食品安全）など認証取得支援
　店舗開発／出店サポート・ECサイト出店／運営支援
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帝国データバンクがお届けするCOSMOSNETは、
インターネットで、ビジネスに役立つ多彩な情報を提供する
会員制ビジネス情報サービスです。

データの可視化ツール「DataDrive」を使えば、様々な視点で情報を確認でき、お客さまの更なるデータ活用を
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データベースを検索して、データを取得し、システムに取り込んでいただけます。
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◎全世界の上場・非上場企業約4億件のグローバル企業情報
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　国内企業情報がますます充実しました！

ビジネスに役立つ
あらゆる情報をワンストップで。

営業ターゲット・取引先リスト作成

倒産予測値

SAFETY

相関図

海外企業概要/財務データ

海外企業信用調査報告書

倒産・動向記事

帝国ニュース電子版

新設企業データ

企業コード問い合わせ

業界動向
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　G-Search（ジー・サーチ社）

国内企業のプロフィール情報
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Company Retrieval

COSMOSNET API

DataDrive
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倒産情報をはじめとする有益な情報を
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ビジネスのトレンド情報で、
企業価値向上や新規取引先獲得をサポート

お客さまのシステムと帝国データバンクの
データベースを直結
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1世紀以上にわたり企業信用調査を行ってきた帝国データバンク
（TDB）が守り続けたポリシー、それは「現地現認」。全国83カ所の情報
ネットワークにより、1,700人の調査員が企業を直接訪問し、取材を行
います。新規取引開始時、既存取引拡大・見直しの際や取引先・同
業他社の分析材料としてお使いいただけます。

ご指定企業の変化や動向を1年間にわたってモニタリングい
たします。年2回の信用調査をはじめとして、経営環境の変化、
信用に関する情報や変動情報を入手しだい、ご連絡いたしま
す。大口取引先・新規取引先の継続的なリスク管理や、競
合先等の情報収集にお役立てください。

※本サービスのご利用に際しては、あらか

じめ会員登録、調査問合票のご購入が

必要です。調査問合票は「SAFETY」

「海外企業信用調査」にもご利用いた

だけます。

電子証明書はICカードに格納。お申込

みから約10日間でスピード発行します。

全国の電子入札実施状況など役立

つ情報を電子メールで無料配信。

専用ヘルプデスクを設置。セットアップ

サービス協力企業によるサポートも

充実しております。

TDB サーバ証明書発行サービス
Webサイトの運営者・運営組織の実在性を証明し、ブラウザとサイト間の通信を暗号化する電子証明書発行サービスです。
・証明書の暗号化機能でWebサイトに送る情報は暗号化され、盗聴、改ざん、なりすましを防ぎます
・ドメイン認証／組織認証で、サイト運営者の実在性を証明します

組織内個人用「電子証明書」

電子政府・電子自治体対応「電子証明書」

ＴＤＢ ＤｉｇｉＣｅｒｔ電子認証サービスＣｌａｓｓ２

ＷＥＢ関連サービス

ＴＤＢ電子認証サービスＴｙｐｅＡ

利用者在籍確認とともに所属組織確認のうえ発行される高認証レベルの個人用電子証明書です。以下の用途でご利用いただけます。
・契約書、見積書、社内マニュアル等電子ファイルへの電子署名　　　・会員制Webサービスのアクセスコントロール
・厚生労働省「医薬品医療機器申請システム」の利用　など

2003年に電子署名法における特定認証業務の認定を取得し、電子入札コアシステム・政
府電子調達（GEPS）をはじめとする電子政府・電子自治体への電子入札に利用可能な電
子証明書を発行するサービスです。また、一部省庁での電子申請や電子申告・納税の他、企
業間での電子契約等、様 な々場面でご利用いただけます。なお2019年10月には電子委任状
法に基づく電子委任状取扱業務の認定を取得し、電子委任状の発行にも対応しています。

知りたい会社の情報を手軽に確認 決算公告や企業PRをTDBのWebサイトで

ホームページの作成・運用をサポート 企業価値評価サービス

TDBのWebサイトにて全国の企業の概要情報をリーズナブ
ルな料金でご覧いただけます。

会社法で定められた「決算公告」をインターネットにて
低価格で実現。

自社ホームページの開設などインターネット活用に関するお
悩みをスピーディーかつリーズナブルに解決します。

自社ホームページURLへのリンクや主要商品紹介
などの企業PRができます。

自社や気になる他社の「企業価値」を、専用サイト
（https://tdb.qr i . jp/top.html）でいつでも簡単に
算出できるサービスです。

https://www.tdb-net.com

ホームページ作成からeビジネスの展開まで、ネッ
トコンサルティング全般を承ります。また、Pマーク
やISMSなどの取得をサポートいたします。

商業登記や不動産登記等を、受付後約3時間
でお手元へお届けする「登記情報取得サービス」
をはじめ、データ入力やDM発送など、業務効率
化のアウトソーシングを幅広くサポートします。

独自のネットワークを通じ、欧米の企業信用調査
および市場調査サービスを提供しています。時々
刻 と々変化するグローバルマーケットにおけるビジ
ネスをサポートします。

「DataDrive」をはじめ、お客さまが持つ取引先情報
とCOSMOSや倒産予測値等を一元管理できる
ツールの開発と運用を行っています。また、お客さま
のご要望に応じた受託開発も手掛けています。

https://www.tdbis.com

お客さまの経営課題解決に向けて、システムソ
リューション事業（SES開発、受託開発、データ
エントリー）、M&A事業、コンサルティング事業を
行っています。

https://www.tdbax.co.jp

https://www.tdbbs.co.jp

https://www.teikoku.com（英語）

750-202301-035https://www.tdb.co.jp/privacy

［帝国データバンク情報システム］

［帝国データバンクアクシス］
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独自のネットワークを通じ、欧米の企業信用調査
および市場調査サービスを提供しています。時々
刻 と々変化するグローバルマーケットにおけるビジ
ネスをサポートします。

「DataDrive」をはじめ、お客さまが持つ取引先情報
とCOSMOSや倒産予測値等を一元管理できる
ツールの開発と運用を行っています。また、お客さま
のご要望に応じた受託開発も手掛けています。

https://www.tdbis.com

お客さまの経営課題解決に向けて、システムソ
リューション事業（SES開発、受託開発、データ
エントリー）、M&A事業、コンサルティング事業を
行っています。

https://www.tdbax.co.jp

https://www.tdbbs.co.jp

https://www.teikoku.com（英語）

750-202301-035https://www.tdb.co.jp/privacy

［帝国データバンク情報システム］

［帝国データバンクアクシス］


