


「ＳＡＦＥＴＹ」のニーズがますます高まっています。

取引先の調査報告書の提供を

受けられるだけではなく、倒産

予測値をオプションで受けられる

ところが頼もしい！

（婦人・子供服小売）

ＳＡＦＥＴＹを利用すると、調査を

自動手配してくれるので、取引

企業の調査依頼の手間が省け

ました！（損保）

取引金額や、回収サイトの

見直しが都度できるように

なりました！（広告代理）

信用に関する情報や変動

情報をいち早く届けてくれ

るので、経営判断がスピー

ディーになりました！

（ガス・石油機器製造）

ＳＡＦＥＴＹをＣＯＳＭＯＳＮＥＴ＊1

で利用することで、離れた部署

とも情報の共有ができるように

なりました！（総合リース） 
＊1 ＴＤＢの会員制インターネット  
　  企業情報サービス
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お客さまの
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幅広い業種で、
さまざまな方が
「ＳＡＦＥＴＹ」を
活用しています。



年間130万件以上の調査依頼

多くのお客さまから1日約5400件の調査
依頼をいただき、調査報告書をご提供して
おります。

「サマリー」をご提供します。
なお、倒産予測値（モニタ
リング・オプション）を登録
された場合は最大過去１
年分の「倒産予測値」をご
提供します。
※調査付帯料事前精算オプションの
お申し込みは、サービス開始のタイミ
ングとなります（サービス期間中の追
加不可）。

サ
マ
リ
ー

登録企業の本決算情報判明時
（決算月から3カ月目）と中間期
（決算月から9カ月目）の年2回、
企業信用調査を行い、詳細な
調査報告書をご提供します。

調査報告書（定期）

SAFETYおよび倒産予測
値のサービス継続をご案
内します。
※調査付帯料事前精算オプションの
お申し込みは、サービス継続のタイミ
ングとなります（サービス期間中の追
加不可）。

全国83カ所、
約1700名の調査員が活動

地域に根差した活動を行うために、全国
47都道府県83カ所に取材拠点を設置し
ています。また、従業員の半数以上約
1700名が調査員として活動しています。

《　　　　　　　  　　　　  　》

《　　　　　　　  　　　　  　》

《　　　　　　　  　　　　  　》

《　　　　　　　  　　　　  　》 年間走行距離は地球250周

調査先を現地現認するために、大都市圏
以外は調査員が車で訪問しており、全国
の車の走行距離は1年間で1000万kmを
超えます。これは地球250周に匹敵します。

120年以上の業歴

調査員が一社一社足を運び、企業の現
地現認を行う──それがＴＤＢの信用調査
の基本です。ＴＤＢは1900年（明治33年）
の創業以来120年以上にわたり調査先の
現地現認を行ってきました。そこで得た情
報は、調査報告書になり、あるいは変動
情報としてお客さまのもとへ届けられます。

選ばれている理由は企業の〝表情〞が見える信用調査

的確な与信管理に ＴＤＢの「ＳＡＦＥＴＹ」がお役に立ちます

「ＳＡＦＥＴＹ」はこんなお客さまにおすすめです

SAFETYは、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するサービ

スです。本決算および中間決算反映後の年2回、調査報告書をご提供するほか、

経営環境の変化などの変動情報や信用に関する情報を入手次第ご連絡します。

定期的に信用調査が必要

与信管理に時間と手間がかかる 

同業他社の動きを継続的に把握したい 

一社当たりの取引金額が大きい

 信用状況の変動を
都度、きちんと
捉えていますか？

    「ＳＡＦＥＴＹ」の会員さまには、 さまざまな情報を速やかにお届けします。



活用モデルケース
3月期決算の企業を倒産予測値とあわせて4月に登録した場合

翌月以降も毎月（更新
があった場合はその都
度）、「倒産予測値」を
ご提供します。 

「変動情報」として業績予
想等をお知らせします。

本決算情報を反映した
「調査報告書」をご提
供します。 

変
動
情
報

変
動
情
報

調
査
報
告
書

調
査
報
告
書

基礎データとして、登
録企業のサマリーを
ご提供します（前回調
査時点のデータ）。
【資本金／事業内容
／年売上高／取引
銀行／従業員数／
評点など】

登録企業の与信管理上、重要な情報を入手
した場合には、その都度ご連絡します（電話
連絡のみ）。

年2回の調査報告書（定期）以外に登録企業
の調査報告書が更新された場合は、最新の
調査報告書をご提供します。

登録企業の経営環境にかかわる情報
を随時チェックし、入手次第速やかに
お知らせします。
【代表者変更／業績予想／資本移動
／合併・被合併／プレスリリース／債
権者名簿記載情報／倒産関連など】

信用に関する情報（随時） 調査報告書更新情報（随時）

変動情報（随時）
ＸＸＸＸ ⅩⅩ ⅩⅩ  

989999956 989999956

ＸＸＸＸ ⅩⅩ ⅩⅩ

中間決算情報を反映し
た「調査報告書」をご
提供します。 

「変動情報」として代
表者の変更等をお知
らせします。

    「ＳＡＦＥＴＹ」の会員さまには、 さまざまな情報を速やかにお届けします。

サマリー
（新規登録時）

※ご指定企業により、提供情報内容や
　ご提供のタイミングは異なります。



【調査報告書ネット受取】

【新着一覧】

最大2年分の
倒産予測値を
ご提供！

【登録企業一覧】

新情報の
見逃しが
ありません！

【登録企業一覧】

登録企業の情報を
最大5年分保管！

お客さま側で保管する
手間が省けます！

※サービス期間終了後の保
管は翌月末日までとなります

「変動情報」としてプ
レスリリース等をご提
供します。 

変
動
情
報

調
査
報
告
書

メール通知  COSMOSNETに
ログイン

●「 ＳＡＦＥＴＹ」をインターネットでご利用いただくためには、別途、ＴＤＢの会員制インターネット企
業情報サービス「ＣＯＳＭＯＳＮＥＴ」にご加入いただくことが必要です。

●「 倒産予測値（モニタリング・オプション）」をお申し込みの場合、見やすく分かりやすいカラーの
グラフで数値が表示されます。

登録企業に関わる変動情報や信

用情報をTDBが入手次第、メール

でお知らせします。

登録企業の情報をご確認いただけ

ます。

● 企業信用調査の際、現地取
材で収集した情報をもとに、
データ解析手法を用いて倒
産確率の予測値（ＣＣＲモデ
ル）を算出します。 
● 倒産予測値を10段階に分類
した予測値グレード（格付）を
同時にご提供します。
● CSVファイルでのダウンロー
ドが可能です。御社の与信
管理システムや一般の表計
算ソフト等への取り込みにご
利用ください。

【倒産予測値（モニタリング・オプション）】 

● ＳＡＦＥＴＹご登録完了後、最大過去1年分の「倒産予測値」
および「予測値グレード」の履歴データをご提供します（新規登
録時のみ）。 
● ＳＡＦＥＴＹサービス期間中、毎月（更新があった場合はその都
度）、「倒産予測値」および「予測値グレード」をご提供します。 
● 与信基準額算出ツールをご利用いただけます。

倒産予測値
企業が1年以内に倒産する確率を予測します。

倒産予測値（モニタリング・
オプション）をお申し込み時のみ

「信用に関する情報」に
ついてお知らせします。 

「調査報告書更新情
報」をお知らせし、更
新された「調査報告
書」をご提供します。 

〈インターネット〉を活用すると
情報チェックが

手軽でスピーディーに



料　　金

ご利用に際して

お問い合わせは

お問い合わせ先は、最寄りの事業所・営業担当または 

810-202205-037

■ ＳＡＦＥＴＹをご利用の際には、「調査報告書取扱規定」ならびに「ＳＡＦＥＴＹ

取扱規定」への同意が必要です。 

■ 当サービスでご提供するすべての情報は、貴社の内部情報としてのみ

ご利用いただき、第三者に開示、漏洩し、または使用させることは固く

禁止しております。

■ 登録が可能な企業は、弊社調査規定に準じます。 

■ 弊社に10年以上調査実績のない企業を登録される場合は、最寄りの

事業所・弊社営業担当までお問い合わせください。 

■ サービス期間中に登録企業が倒産・解散しても、有効期限までＳＡＦＥＴＹ

サービスは継続されます。 

■ 登録企業に被合併・営業権譲渡などの事実が判明した場合は、合併

企業、実際に営業活動をしている企業に振り替えが可能です。 

■ お申し込み後の取り消し、およびサービス期間中の登録企業の変更

はできません。予めご了承ください。 

ＳＡＦＥＴＹサービスセンター 0120-056-679 （営業時間／平日9：00～18：00） 
・個人情報の取り扱いについてはこちらをご覧ください。➡https://www.tdb.co.jp/privacy

■ 倒産予測値（モニタリング・オプション）は、ＳＡＦＥＴＹ登録期間中で

も追加のお申し込みが可能です。 

■ 倒産予測値（モニタリング・オプション）は、ご登録企業の倒産や被合

併などによりご提供できなくなる場合があります。 

＊ＳＡＦＥＴＹをＣＯＳＭＯＳＮＥＴでご利用されるお客さま 

■ ＣＯＳＭＯＳＮＥＴインターネット版へのお申し込みおよび「ＣＯＳＭＯＳ

ＮＥＴ利用規約」への同意が必要です。 

■ ＣＯＳＭＯＳＮＥＴのＩＤを所有している複数のご担当者さまで、情報を

共有していただくこともできます。 

■ 信用に関する情報が判明した場合には、メールで情報の入手をお知らせ

いたします。具体的な内容は、専用ダイヤルにてご確認いただけます。 

■ 倒産予測値のCSVファイルダウンロード機能は、倒産予測値提供期

間内のみご利用可能です。

調査問合票2.5枚／社

調査付帯料事前精算オプション
調査問合票１枚追加で調査付帯料の事前精算が可能

SAFETYご登録時に調査問合票１枚／社を追加することで、年2回の
定期調査において発生する調査付帯料（商業登記閲覧料、不動産登
記閲覧料、出張料）を事前精算できます。
当オプションの付与には、条件があります。詳細は、弊社営業担当へお
問い合わせください。

【特典】
● 新規企業ご登録時に、調査後2カ月未満の最新調査報告書のコピーを
ご依頼の場合、調査問合票0.5枚（通常は1枚）でご提供します。

※倒産予測値（モニタリング・オプション）については、調査問合票のみの精算となります。

●ＳＡＦＥＴＹのみご利用いただくこともできます。 
● 調査報告書（定期）のみ、調査速度の変更、報告通数の追加、英文報告を
承ります。 

●本決算、中間決算調査の登記閲覧料や出張料金などは別途申し受けます。

SAFETY

倒産予測値（モニタリング・オプション）

調査問合票 2枚／社

調査問合票0.5枚／社

調査問合票2.5枚／社

【調査会員加盟料】

弊社の調査会員にお申し込みいただくと、調査問合票を発行します。
調査会員のお客さまには、企業信用調査をリーズナブルな会員特別
料金（1企業につき問合票1枚）にてご利用いただけます。調査問合
票は1年間有効です。

※本料金表の価格は全て税抜表示となっています。

加盟料 調査問合票
枚数

問合票1枚あたり
参考価格

120,000円 5枚 24,000円 

200,000円 9枚 22,222円 

300,000円 15枚 20,000円 

500,000円 27枚 18,519円 

1,000,000円 63枚 15,873円 

1,500,000円 99枚 15,152円 

2,250,000円 150枚 15,000円

https://www.tdb.co.jp
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