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はじめに

この「TSR REPORT の読み方マニュアル」は、
東 京商工リサーチの企業信用調査報告書
「TSR REPORT」についてまとめたものです。
東京商工リサーチ（TSR）について
TSR は、資本主義が浸透し産業が発達する中、銀行、商工業者の取引の安全を守ること
を目的として 1892 年に創業しました。以来１世紀以上にわたり、信用調査業務を主力に、
お客さまのニーズに合致した商品並びにサービスを提供し、
経済活動を支えてまいりました。
TSR は全国８0 カ所におよぶ事業所ネットワークを構築。地域に密着した調査員が日々最
新かつ確かな企業情報を収集しております。その情報はデータベース化され、インターネッ
トで配信されています。
インターネット企業情報サービス「tsr-van2」では、約 324 万社（2017 年 3 月現在）と日
本最大級の企業データを提供しています。
また、全国各地で「TSR 情報」を発行。これは、わが国で最も歴史ある企業信用情報誌で、
「倒産」という言葉を経済社会に定着させたことで知られています。
1994 年、世界最大の企業情報サービス会社、Dun & Bradstreet（D&B）と業務提携を開
始。2017 年3 月現在、世界 240カ国超、2 億 6,711万件以上の企業データベースを保有す
る D&B が作成した「D&B REPORT」の日本国内における独占販売を行っております。
TSR は、ビジネスを創造する確かな「情報」をお届けすることで、21 世紀の情報化社会の
発展に貢献することを目指します。

TSR REPORT について
TSR REPORT は、東京商工リサーチの調査員が、調査先企業への直接取材をもとに作成す
るREPORT です。報告事項については本マニュアルをご確認ください。
本マニュアルに記載された項目は、調査活動により情報が十分に入手できたケースを想定
して作成されております。
実際のTSR REPORT は、原則、入手できた情報のみが記載されているため、調査先企業に
より、記載されている情報量が異なっております。
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1. 企業概要
企業の概要を一目で把握するページです。
スピーディーな意思決定には欠かせない「TSR REPORTの顔 」であり「核」となります。

調査年月日

1

TSR REPORTを作成した日付が記載され

1

ています。

3

2

ＴＳＲ REPORTは調査日時点の情報をご
提供しております。企業を取り巻く状況
は刻一刻と変化しており、状況が大きく
変化している場合もあります。よって、常

4

に最新の調査報告書をご確認ください。

企業識別コード

2

・TSR 企業コード
TSR が日本国内の企業に１社１コードと
して独自に発番した識別コードです。
・D-U-N-S ® Number
Ｄ＆Ｂが全世界の企業・事業所に１社１
コードとして独自に発番した識別コード
です。企業データの一元管理がグローバ
ルで可能なコードとして世界的に認知、
採用されています。

商号・所在地

3

・商号
商業登記に記載されている商号です。
・所在地
実質的に事業を行っている場所が表示され
ています（商業登記に記載された本社所在
地とは異なる場合があります）
。
※商号や所在地の記載が途中で切れてし
まっている場合は、
「 沿革」欄（P.6）をご
確認ください。

企業診断（評点）

4

「経営者能力」
「成長性」
「安定性」
「公開
性・総合世評」の４つの視点で評価した
指標です。総合得点だけではなく、４つ
の視点の評価にも注目していただき、意
思決定に役立ててください。

3
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「経営者能力」
（20 点）

（45 点）
「安定性」

企業の継続的な発展のために、特に重要

業歴や財務内容などに裏付けされた企業

な要素である経営者について、資産担保

体力や、仕入先、販売先、金融機関など

余力や経営姿勢、事業経験などを評価し

のステークホルダーとの関係や決済状況

た点数です。

などの定性的な情報を評価した点数です。

「成長性」
（25 点）

「公開性・総合世評」
（10 点）

企業経営における活動の成果の一つであ

公的なものを含む資料の公開状況や、総

る売上の伸長や利益確保の状況、そして

合世評、その他企業評価をするにあたり

取扱い商品の市場性などを評価した点数

特別な加点・減点の要素などを評価した

です。

点数です。

1. 企業概要

5

評点推移

企業の評点を最大７世代表示しています。

評点が上昇傾向にあるのか、下降傾
向にあるのか、維持傾向にあるの

5

かを視覚的に把握することで、今後
の動向を見極める判断材料としてく
ださい。

6

業績

6

7

最新期を含む過去３期分の業績について
「売上高」
「経常利益」
「利益金」
「配当総額」
「財務有無」を示しています。また今期の

8

見込みについても記載があるため、定量
的な観点から企業の成長性についても一
覧表で把握できます。
7

9

業績推移グラフ
10

業績欄の情報を、グラフで確認すること
で、より直感的に推移が把握できます。
個別の決算期の内容は、別ページの業績
説明欄（P.12）や営業現況欄（P.12）でご
確認ください。
8

金融取引状況

固定預金、長短借入金、割引手形、社債
の各合計額が記載されています。企業実
態に見合わない借入を行っている場合に
は、別ページの資金調達欄で内訳をご確
認ください。
9

所見

調査で得られた情報を総じて、調査員視
点での総括を文章で端 的 にコメントし
ています。所 見の内 容 を踏まえてＴＳＲ
REPORT を読み進めていただくことで、
業況、特徴、経営環境などの理解をより

10

基本情報

その他、企業の概要を把握する上で必要
な資本金、代表者、従業員などの基本的
な情報が記載されています。各項目の詳
細については、別ページの内容をご確認
ください。

深めることができます。
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1. 企業概要

リスクスコア履歴

11

リスクスコアとは、統計的手法を用いて
向こう１年以内の倒産確率を算出したも
のです。ここでは、調査日より１日前のリ
スクスコアを過去の業種平均推移と倒産
確率推移とを併せて表示しています。

11

※リスクスコアが「１」
（倒産確率19.84％）
とは 、同じ評 価の 企 業 を100 社 集めた
場 合、このうち 12 カ月以 内に 19 ～ 20
社が倒産するという理論値を示したもの
です。
スコアレンジ

倒産確率

1

19.84%

2~4

3.96%

5~10

1.82%

11~20

1.07%

21~49

0.55%

50~75

0.28%

76~89

0.15%

90~95

0.09%

96~98

0.05%

99~100

0.02%

12

12

直近評点とリスクスコアの
ポジション

定性的・定量的に判断し評価した評点と、
１２カ月以内の倒産確率を示したリスク
コアとのマトリクス表です。異なる切り
口の指標で多角的に判断することで、よ
り緻密な企業判断が実現できます。
※リスクスコアの評 価 項目は 評点と異
なっているため、調査先企業の評点の動き
とは必ずしも連動しないことがあります。

注意

安定

5
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2. 沿革・事業目的
企業のこれまでの経緯をまとめたページです。

1

沿革

商号・所在地の情報に加え、過去の商号
や移転歴の内容が記載されています。
また、
調査で判明した沿革が文章で記載
されています。
2

事業目的

1

商業登記簿に登記された調査先企業の
事業目的が記載されています。
なお、個人企業の場合は現在行っている
事業内容が記載されています。

事業目的は調査先の企業が営む事
業の内容が記載されています。この
事業目的が不自然に多かったり、異
なる業種の事業に関する内容が多く
記載されている場合、また最 近に
なって急に事業目的が大幅に変更さ
れた場合は取込詐欺（ パクリ屋）で

2

はないか注意が必要です。
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3. 主要事業所・主要設備・労務状況
商圏や事業を営むための主要な設備、そして、企業の大切な経営資源の一つである「ヒト」の情報が記載されたページです。

主要事業所

1

各事業所の所在地と、
不動産（土地・建物）
の面積、所有形態の情報が記載されてい
ます。

主要設備・車輌

2

1

保有している主要な設備の情報が記載さ
れている他、設備投資の状況や計画の内
容が記載されています。

売上規模、業況と比較した際の事
業所や生産設備の妥当性、設備投
資の原資（自己資金か借入かなど）
の 他、固定比率などとの兼ね合い
がチェックポイントです。

2

労務状況

3

従業員数（現在数、前期末数、雇用形態
別内訳）の情報の他、平均年齢、平均月
額給与、平均勤続年数、労働組合の有
無が記載されています。
また、
今後の人事
（採用）計画・その他では、
人事採用計画や、事業内容にかかわる有
資格者の在籍数など、調査先の人事関連
情報の特筆事項が記載されています。

毎年継続的かつ大人数を雇用しな
がら従 業員が減っている企業は注
意が必要です。
マンパワーの比率の高い業界では、
従業員の減少が業績に大きな影響
を与える可能性があります。

7
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4. 代表者
企業の舵取り役でもある「代表者」の情報を掘り下げたページです。

1

代表者情報

代表者の基 本的な情報が記載されてい
ます。
代表者プロフィールの斯業経験や経歴、
就任経緯を知ることで、人物像や業界の
周知度合いを把握することができます。
斯業経験とは、その業界に入って以降の

1

年数で、事業経験とは個人企業の頃を含
め、
企業経営を行ってきた年数となります。
2

経歴・公職・関連事業・
その他

技術畑・営業畑・経理畑出身など、キャ
リアが経営手法に影響を与える場合があ
ります。
斯業経験と事業経験など、これまで歩ん

2

できた経験をベースに、その経験を生か
して自分の理念を実現しようとしている、
しっかりとした目的と意欲があるかを評
価します。
趣味に傾注していたり、公職が多い場合

3

は本業がおろそかになっていないか注意
する必要があります。
3

経営者資産状況

会社法上、代表者の責任は有限責任（限
定された範囲の財産、例えば出資した資
金の範囲で責任を負う）となっていても、
日本の中小企業の場合 、代表者の個人資
産を担保とした経営が行われているケー
スが多く見られるため、この点にも注目
し、資産背景をご確認ください。
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5. 役員・株主
役員構成や株主の情報が記載されたページです。

役員

1

商業登記に登録された役員名が記載され
ています。
企業規模や業容に比べ役員が多い場合
や、取引先の関係者が就任している場合
は、意思決定が遅れる場合があります。
また、代表者に実質権限が無い場合、経

1

営の舵取りを誰が行っているのかを把握
することも重要です。
※ TSR REPORT では執行役員など商業
登記に名前が記載されない人物は役員欄
には記載されません。
また、持株基準での保有株式数、または

2

割合の情報も記載されています。

定期的な調査を行う中で、役員の不
自然な就任・退任（例えば、複数人
が同時に退任する、役員の就任・退
任の頻度が多いなど）が見られる場
合は注意が必要です。特に、事業の
中核を担っていた人物が会社を去っ
た場合、部下も合わせて会社を離れ
ることもあり、事業が立ち行かなく
なる可能性もあります。
ＴＳＲ REPORT の 従 業 員の 労 務 状
況や業績などの項目を確認する他、
実際に調査先と取引がある場合は、
仕入担当者や営業担当者に直近の
動向確認を目的としたヒアリングを
依頼することも、万が一の事態を回
避するには重要な手法です。

役員外主要株主

2

持株基準での役員外の株主情報が記載
されています。
近年、コンプライアンスの観点から取引
先企業の資本背景を把握する必要がある
ため、必ず内容を確認してください。

株主が大きく変動している場合は、
企業にとって何らかの変化があった
ことを意味します。特に筆頭株主が
交代した場合や、法人から個人に変
更があった場合は注意する必要があ
ります。

9
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6. 事業内容・取引先
扱品と、主要仕入先・販売先が記載されたページです。
仕入能力と販売能力を見極めるとともに、支払・回収状況をチェックしてください。

1

事業内容（扱品）

具体的な品名と扱い形態、売上構成比が記載
されています。
2

主要仕入先・販売先

仕入先・販売先は主力順に記載されています。

1

また、所在地、品目、構成比、取引状況、決
済方法なども記載されているため、仕入・販
売共に安定したルートが確保されているかを
確認できます。
2

販売先だけではなく、仕入先にも注目し
てください。
サプライチェーンマネジメントの観点か
ら、
「調査先企業の製品を作る際に欠く
ことのできない部品を仕入れている先」
について「今後も安定的した供給が受け
られるか」という点が重要になります。
意外なところに、企業の弱点が潜んでい
る場合があります。

3

決済条件

決済条件は、受払の締日やその内容が記載
されています。
L/C、T/T などの情報は「その他」の欄に記
載されています。

以前と比較して支払条件が長期化してい

3

たら注意が必要です。この場合は資金繰
りに変化が生じた可能性があります。
また、支払条件と回収条件の比率に乖
離があり、特に回収条件が支払条件に
比べ長期化している場合は注意が必要
です。

4

焦付債権

焦付債権の情報が記載されています。焦付債
権の金額も重要ですが、その焦付債権の状態
にも注目し、償却が済んでいるのかなど、影

4

響具合についても確認してください。
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7. 金融取引形態・資金状況
金融機関との取引状況や、調査先企業の資金需要など、企業の「カネ」の部分を掘り下げたページです。

金融取引形態

1

主力取引金融機関順に、固定預金、長期・
短 期借入金、割引手形の金額の 他、見
返資産として担保提供されている資産の
種類が記載されています。
「他」は、当座貸越、社債などが記載さ

1

れており、また、金融機関以外からの借
入（親会社など）が行われている場合は、
一覧表内の下段に記載されています。

資金状況・金融取引状況・
その他

2

取材により入手できた情報、財務データ、
資金調達力などを総合的に分析し【資金
状況】
、
【金融機関取引状況】、
【その他】
の項目に分けて、資金状況を解説してい
ます。

2

同じ業 種・業 態の 会社であっても、
各社が抱える資金需要はさまざま
です。
資金繰りは、業務上の回収と支払＝
経常収支で賄われることが通常で
すが、売上不振、在 庫過多等の要
因で入金が細ると、資金不足を引き
起こす恐れがあります。
また、売上が伸びていても、過度な
投資により本業を圧迫しているケー
スもあることから、必ず資金状況を
確認するようにしましょう。

11
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8. 既往業績・営業現況
業績や、企業の特性、将来性などを記載したページです。
企業存続の観点から、安定した経営が今後も続けられるかをご確認ください。

1

既往業績推移

決算期ごとの売上高、利益金、売上利益
率および売上伸長性について、最大６期
分記載されています。
売上や利益が増加傾向にあるのか、減少
傾向にあるのか、企業のトレンドを掴ん
でください。
2

1

既往業績・営業現況・将来性・
企業特性

各決算期ごとの既往業績情報の他、
【営
業現況】、
【企業特性】、
【将来性】と、企
業の過去・現在・未来の情報を解説して

2

います。
特に、現在のサービス内容、商品・製品
の特性、取引先の良否、営業基盤の安定
度、社員の質、営業力、代表者・経営陣
の経営力など、表面的にはなかなか見え
てこない企業の状況を、調査員のプロの
目で判断した内容が記載されています。

各決算期の状況を確認する中で、例
えば赤字であったとしても、その「理
由」を把握するようにしましょう。
企業によっては、戦略的に赤字を計
上する場合もあり、理由はさまざま
です。もちろん、本業の不振により
赤字計上を余儀なくされている場合
もあります。決算数値のみ見るだけ
では無く「なぜ、そのような決算数
値になったのか？」という視点から
企業分析を行うことが、調査レポー
トを読み解く「鍵」となります。
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9. その他判明事項
報告事項のうち、その企業独自の特筆事項がある際に記載されるページです。

その他判明事項

1

既定の報告書フォーマットに属さないも
のの、調査先企業の状況を報告する上で
重要な情報が記載されています。
その他、許可・登録や譲渡登記の情報も
その他判明事項欄に記載されています。

許可・登録、譲渡登記の
表示サンプル
【許可・登録】有り
建設業者登録（大臣）
０１２３４５
【債権譲渡（質権設定）登記】
第０１２３－４５６７８９号
債権譲渡登記

登記年月日

平成２７年７月１日
譲受人

東京都中央区日本橋
久松町６－９
アネックス物産

債権総額

13

未確認
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10. 不動産明細
信用判断の重要な要素であり、債権保全の定番でもある不動産の情報について記載されたページです。

本社物件や代表者の自宅物件など、
調査先企業と関係が深い不動産の
情報が記載されています。
債権保全の筆頭とも言える不動産。
所有者は誰か、債権者は誰か、確実
な権利関係を把握することは信用
調査の基本です。

1

1
2

物件住居表示

不動産登記の確認を行った物件の所在地
が記載されています。
3
2

所有者

土地・建物の所有権に関する情報が記載
されています。
所有者欄が重要な情報であり、企業や代

4

表者、関係のある第三者が保有している
のかなど、保有している主体が誰である
かをご確認ください。

3

抵当権の有無

抵当権の種類や金額、債権者・債務者な
どに関する情報が記載されており、不動
産登記確認において最重要ポイントとな
ります。だれが、いつ、いくら抵当権を
設定しているかご確認ください。

4

例えば、調査先企業が工場取得のために金融機関から融資を受けた場合、融資を
行った金融機関が工場の物件に対して抵当権や根抵当権を設定することは一般的
です。また、運転資金を貸し付けている金融機関が、融資先の不動産に根抵当権
を設定することもよくみられます。
ただし、債権者にノンバンクや個人といった第三者の設定がある場合や、不動産の
所有者と債務者が異なる場合、そして税金の滞納などで差押えを受けているような
場合は、短期間で経営難に陥るケースや、最悪の場合、倒産に至ることもあるため、
特に注意が必要です。

摘要

共同担保目録の情報や、不動産登記の
確認を行った日付などの情報が記載され
ています。
共同担保目録は、その抵当権に担保とし
て供されている遠隔地の物件の所有も判
明します。確実にご確認いただきたい情
報です。

TSR REPORT MANUAL
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11. 財務分析
財務諸表が入手できた場合、最大 3 期分の財務分析の情報が記載されたページです。
経年推移にくわえ、業種ごとの標準比率との差もご確認ください。

標準比率

1

ＴＳＲが収集した国内企業の財務データ
を抽出し、総務省「日本標準産業分類」
1,455 種 類（平成 19 年 11 月改正）の業
種ごとの分析結果を標準比率としてセッ
トし、対象企業との比較を行います。ま
た、右端の理想型の欄には 、上向き・下

1

向きの矢印を記載しています。これは、
標準比率と比較して対象企業の分析数値

2

が、矢印の示す方向にあれば良好である
ことを示しています。

安全性比率

2

財務 の 安定 性を示す「自己資本比 率」、
資金の流動性や支払能力を示す「流動・
当座比率」
、固定資産を自己資本でどれ

3

だけカバーできるかを示す「固定比率」、
総資産に占める借入金の割合を示す「有
利子負債構成比率」
。いずれも企業の安
定性を測る上で最重要項目です。

売上が増えれば、資産・負債も増え
る傾向にあります。売上増減との関

4

係も確認しましょう。

3

資産・資本効率
5

売掛 債権や棚卸資 産、自己資本 などの
回転率を見ることにより、どれくらい効
率的な経営を行っているかがわかります。

6

特に標準比率との比較が有効です。
4

収益性比率

総利益ベースに始まり、営業・経常・税
引き後段階での利益率を示します。もち
ろん高ければ高いほどよく、長期的に見
た場合、財務の充実に直結します。
5

成長性比率

売上と経常利益の推移を示します。横ば
いでも利幅が向上し、利益が出ていれば、
経営改善されていると見てよいでしょう。

15
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6

従業員効率

１人あたりの売上・経費を認識することで、効率の良い経営を行っているかがわかります。
「1 人 1 カ月売上高」－「1 人 1 カ月総費用」を３期連続して算出することで、効率化の
度合いが読み取れます。

12. 貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書
財務諸表が入手できた場合、最大３期分の情報が表示されます。
勘定科目ごとの前年差も記載がありますが、こちらは連続した決算期の財務諸表が入手できた際に表示されます。

各勘定科目をチェックし、過大・過
小な数値 が無いかを確認しましょ
う。複数 期の財務諸表が確認でき
る場 合は、過去と比較し、大きな
変 動がある科目にも注目すること
が重要です。特に借入金額や、受取
手形、支払手形の増減は、取引条
件や資金繰りの悪化の可能性があ
ります。

TSR REPORT MANUAL
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13. 推定キャッシュフロー
与信判断の重要な指標となっている “キャッシュフロー” で、資金の流れを把握できます。

1

営業活動によるＣＦ

本業による収入と支出の状況を表してお
り、プラスの会社は本業が順調といえます。
マイナスの会社は、本業で苦戦しており、
現金が不足していることがわかります。
2

投資活動によるＣＦ

土地、建物や有価証券などの取得や売却
に関する資金の流れを表しています。

1

マイナスの会社は、設備投資などの固定
資産への投資が活発な状況といえ、プラ
スの会社は、固定資産の売却金額が投
資分を上回っていることを示しています。
3

フリーキャッシュフロー

営業 CF と投資 CF の和で、企業が自由
に使用できる余剰資金となります。
4

財務活動によるＣＦ

営業活動や投資活動を背景とした資金調
達や返済の状況を表しています。

2

配当や借入金返済はマイナスとなり、借
入金や社債などで資金調達をすればプラ
スになります。
3
4

17
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13. 推定キャッシュフロー

5

分析項目

キャッシュフロー・マージン
売上 がどれほど 効率的にキャッシュフ
ローを稼いでいるかを示す指標で、この
比率が高いほど効率的な資金化が行わ
れたことを示します。
インタレストカバレッジレシオ
金融 費 用を支払う能力が、営業 キャッ
シュフローベースでどの程度あるか示す
指標で、この倍率が高いほど利息支払に
余裕があることを示します。
5

有利子返済能力
有利子負債がキャッシュフローの何倍で
あるかを示す指標で、有利子負債の返済
能力を測り、この値が低いほど返済能力
が高いことを示します。

推定キャッシュフロー計算書の見方：
下記は各 CF のプラスとマイナスで、当該企業がどの様な状況にあるかを示す一例です。
実際の判断は、各項目の詳細把握が必要です。
営業 CF

投資 CF

財務 CF

状況一例

＋

－

－

営業活動が順調で、将来への設備投資を実施しながらも有利子負債圧縮を進めている状況。

＋

－

＋

積極的な経営展開から借入による設備投資を進めているが、本業の活動も順調な状況。

－

－

＋

積極的な経営展開から借入による設備投資を進めているが、まだ成果が実らず、
本業はマイナスの状況。

＋

＋

－

リストラ中にある企業等に見られ、資産売却・設備投資抑制による有利子負債圧縮を
進めている状況。

－

＋

－

本業のマイナスを、資産や設備の売却で補っている状況。

－

＋

＋

本業のマイナスを、資産売却でも補えず、借入にて資金繰りを維持している状況。
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14. 財務分析・グラフ
売上高や経常利益など、業績の主要項目をグラフで表示し、業績推移を分かりやすく判断できます。

1

売上高

最大６期分の売上高の推移を棒グラフで
表示します。増加傾向・減少傾向がひと
目で把握できます。当然、右肩上がりが
良い企業ですが、急激な伸長の場合は、
その要因に注意が必要です。
2

総資本回転率

1

2

3

4

5

6

最大６期分の総資本回転率を折れ線グラ
フで表示します。売上高が総資産額の何
倍あるのかを示す指標です。回転率が大
きいほど、少ない資産で大きな売上高を
獲得できていることを示し、効率的な資
産活用がなされていることになります。
※「総資産回転率」と同義です。
3

経常利益及び経常利益率

最大６期分の経常利益を棒グラフ、経常
利益率を折れ線グラフで表示します。
4

純利益及び純利益率

最大６期分の純利益を棒グラフ、純利益
率を折れ線グラフで表示します。
5

自己資本比率

総資本（総資産）に対する自己資本の比
率で、この割合が高いほど安定した、健
全な企業であるといえます。
6

株主資本利益率

株 主 資 本 利 益 率（ 通 称「ROE」）とは 、
株主資本を活用して効率的に利益を上げ
ているかを判断する指標です。
この数値が高いほど、成長率が高い企業
ともいえ、将来の収益性や成長性から株
主への利益の還元も期待できるというこ
とになり、投資判断の指標としても利用
されています。
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14. 財務分析・グラフ

7

有利子負債構成比率

企業の安全性を測る指標で、総資本に対
する有利子負債の比率です。一般的には、
この比率が 30％以下であることが理想
ですが、業界平均と比べて高いのか低い
のかも判断材料として、ご確認ください。
7
7

8

有利子負債利子率

有利子負債の平均的な利子率を表してい
ます。支払利息割引料÷期末有利子負債×
100 で算出しています。この割合が低い
ほど安い利子率で資金を調達しています。
9
8

売掛債権回転日数

売掛債権を売上高で割った「売掛債権回
転率」に 365（日）を乗じた値で、売掛
債権がどのくらいで回収できるかを表し、
短いほど良い状態にあります。
※「受取債権回転率・日数」と同義

8

支払債務回転日数

支払債務を売上原価で割った「支払債務
回転率」に 365（日）を乗じた値で、支
払債務をどのくらいで支払うのかを表し
ます。売掛債権回転日数よりも長ければ、
通常の資金繰りは比較的、楽であるとい
えます。

9

損益分岐点分析推移

損益分岐点は非常に重要な指標で、企業
が存続していくためには、損益分岐点以

・損益分岐点売上高（収支均衡状態の売上高）固定費 ÷ 限界利益率

上の利益を確保することが必要です。本

・変動費

来、損益分岐点を算出するには、費用を
変動費と固定費に分類（正確な勘定科目
による分類）しなければなりませんが、本
指標は変動費と固定費を損益計算書の特
定勘定項目にて自動作成しております。

売上原価

・限界利益（売上増減に際して最大限獲得できる利益）売上高 − 変動費
・限界利益率（売上増に際して利益がどれだけ増えるか）限界利益 ÷ 売上高 ×100
・固定費（売上増減に関係なく発生する費用で、人件費や家賃等）
販売費・一般管理費 − 営業外収益 + 営業外費用
・売上高損益分岐点倍率 売上高 ÷ 損益分岐点売上高
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20

14. 財務分析・グラフ

10

財務レーダーチャート

３期分の主要な分析指標（ 別紙「 財務分
析」掲載 ）を業界平均と比して数値化し、
レーダーチャートで表しました。この８つ
の数値が大きいほど良い企業といえます。

10
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15. 略式財務諸表
財務諸表が入手できず、主要項目のみ判明した場合には、略式財務諸表が添付されます。

略式財務諸表
対象企業の正式な決算書を入手できませ
んが、
・対象企業の公表によるヒアリング
・官報、新聞などその他公開情報
などから主要勘定科目を把握できた場合
に本ページを添付します。
また、有価証券報告書提出企業など中間
決算を入手できる対象企業の場合は、中
間決算公告のタイミングに応じて中間決
算を添付します。
※「正式な財務諸表」や次頁の「推定貸借
対照表」が添付されている場合には、
「略
式財務諸表」は添付されません。

貸借対照表
主要勘定科目に限定し、簡略化した貸借
対照表となっています。数値は推定数値
ではなく、正確な数値（四 捨 五 入等を含
む）と同等です。

損益計算書
主要勘定科目に限定し、簡略化した損益
計算書となっています。数値は推定数値
ではなく、正確な数値（四 捨 五 入等を含
む）と同等です。

財務分析
主要分析項目に限定し、簡略化した財務
分析となっています。

標準比率
TSR が収集した国内企業の財務データ
を抽出し、総 務省「日本 標 準産 業 分 類
1,455 種 類（平成 19 年 11 月改正）の業
種ごとの分析結果を標準比率としてセッ
トし、対象企業との比較を行います。

備考欄
「公表数値に基づいて作成しました」
「中
間決算」など、略式財務諸表における数
値入手状況や内容を記載していることが
あります。

簡略化した決算書となっていますが、対象企業の財務状況把握に利用できます。
正式決算書と同様にチェックしてください。
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16. 推定貸借対照表
財務諸表や、略式財務諸表が入手できなかった場合、調査員が取材活動を通じて入手した情報を元に推定した貸借対照表が記載
されています。この情報をベースに当該企業の状態を把握します。

推定貸借対照表

1

対象企業や官報などから正式な決算書
又は略式決算書を入手できない場合に本
ページを添付します。
※数値算出根拠に乏しい場合に、数値を
記載できないことがあります。
※調査員が、取材活動を通じて入手した

1

対象企業の情報を元に算出した「推定数
値」で、正確な数値とは乖離している可
能性があります。

備考

2

「推定にて作成しました」
「一部概数提示
を受けて作成しました」など、推定貸借
対照表における数値の根拠を記載してい
ることがあります。

2

推定貸借対照表の性質上、財務比率の数値は作成しませんが、通常の貸借対照表と同様、企業の財務体質を測るうえでは、重要な
指標として活用できます。
・自己資本比率
純資産合計÷（ 負債・純資産合計＋割引手形残＋裏書譲渡手形）× 100（％）
・流動比率			
流動資産÷流動負債 ×100（％）

・当座比率
当座資産合計÷流動負債 × 100（％）

・有利子負債構成比率
（短期借入金＋長期借入金 + 社債等＋割引手形）÷（負債・純資産合計＋割引手形＋裏書譲渡手形）× 100（％）
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17. TSR 企業情報利用約款（抜粋）
第１０条（利用者の範囲）
１．本商品は、利用契約を締結したお客様自身に限り利用することができます。
２．法人・団体のお客様は、同一法人・団体内でのみ利用することができます。ただし、当社は、お客様の事業規模等により、同一事業所内での利用に限定することを利用契約締結の
条件とすることがあります。

第１１条（禁止事項）
１．お客様は、本商品の全部又は一部を、第三者に開示・提供（以下「開示等」といいます）又は漏えいしてはなりません。また、本商品の内容を、他人に告げたり公表したりするなど、
第三者に対して間接的に開示等又は漏えいしてはなりません。なお、次に掲げる事例は禁止される行為に含みますが、これらに限りません。
（１）情報主体（本商品に掲載された者をいいます。以下同じ）に対して開示等すること。
（２）訴訟や許認可申請等の法的手続で用いること。
（３）株式上場手続、適時開示情報又は有価証券報告書等で用いること。
（４）親会社、子会社及びその他の関連会社に開示等すること。
２．お客様は、本商品を、自ら利用し第三者に開示等しない場合でも、第三者から受託した業務のため（例えば、第三者から受託したテレコール業務の架電先リストとして利用するなど）
に利用してはなりません。
３．お客様は、本商品を、第三者に開示等する文書、資料又は他のデータベース等のため（例えば、正確性を確保するための補強資料として照合するなど）に用いてはなりません。
４．お客様は、本商品が当社から提供されたという事実（以下「情報源」といいます）を、第三者に対して開示等又は漏えいしてはなりません。
５．法人・団体のお客様は、前条第 2 項で規定する利用者の範囲内であっても、必要最小限の役員及び従業員・職員にのみ本商品を利用させるものとし、対象者を限定せず配布し、
回覧・閲覧し、イントラネットに掲載し、その他これらに類する行為をしてはなりません。
６．お客様は、本商品を、日本国外に持ち出してはなりません。また、本商品が日本国内にある場合でも、電気通信回線等を用いて日本国外からアクセスしてはなりません。
７．お客様は、本商品の利用により、当社の営業行為に悪影響又は損害を与えてはなりません。

第１２条（複製等の制限）
１．お客様は、次の各号で定める範囲内で、かつ、第 10 条の利用者が利用するために必要最小限の範囲内に限り、本商品を複製等することができるものとします。
（１）本商品の同一性を保持したまま複製すること。
（２）本商品を翻訳すること。
（３）本商品の文章、データ、図表等を、お客様が作成する書類・資料等に転載すること。
（４）本商品を基にした統計資料を作成すること。
２．本商品を複製・翻訳したもの、転載した部分及び本商品を基にした統計資料（以下「複製物」といいます）の利用契約及びこの約款における取扱いは原本である本商品と同一とし、
原本において禁止・制限している行為は複製物においても禁止・制限します。
３．お客様は、第 1 項で認められた範囲を超えて、本商品の複製等をしてはなりません。
４．お客様は、複製物に関して、利用契約及び弊社ホームページ記載の TSR 企業情報利用約款で認められた本商品の利用権の範囲を超えて、いかなる権利主張もしてはなりません。
また、お客様の役員及び従業員・職員に、いかなる権利主張もさせてはなりません。

第２７条（利用相当損害金）
１．当社は、お客様が次の各号の一に該当したときは、そのお客様に対して利用相当損害金を請求することができるものとします。
（１）お客様が返却期間を超えて本商品の全部又は一部を保有しているとき（利用の有無を問いません）。
（２）お客様が本商品の全部又は一部を特定の第三者に開示等又は漏えいしたとき。
（３）お客様が本商品の全部又は一部を不特定の第三者に開示等又は漏えいしたとき。
（４）お客様が本商品の全部又は一部を紛失し、又は盗難にあったことにより、当社が損害又は不利益を被ったとき。
２．利用相当損害金の計算方法は、次の各号に定める通りとします。
（１）前項第 1 号の場合は、利用契約の解約又は契約解除日の翌日から返却又は廃棄・消去が完了した日までの期間について、利用契約に基づく本商品の利用料金の倍額に
相当する額（本号における「本商品の利用料金の倍額に相当する額」とは、利用料金を 365 で除して得た額の倍額に相当する額を 1 日あたりの利用相当損害金として計算します）。
（２）前項第 2 号の場合は、開示等又は漏えいした第三者 1 名ごとに利用契約に基づく本商品の利用料金の倍額に相当する額。なお、利用契約が終了した後もその第三者が本商品を
保有しているときは（利用の有無を問いません）、保有している第三者 1 名ごとに前号に基づき計算した額を加算するものとします。
（３）前項第 3 号又は第 4 号の場合は、利用契約に基づく本商品の利用料金の 10 倍に相当する額。
３．当社は、利用相当損害金が発生したときは、お客様に対して、いつでもその支払いを請求することができるものとします。お客様は、請求書受領日から 5 日以内に第 8 条第 4 項で
規定する方法でこれを支払わなければなりません。
４．お客様は、利用相当損害金を、当社に生じた損害の賠償とは別に支払うものとします。

《 ご注意 》
１．上記の規定は、TSR REPORT の利用に適用される「TSR 企業情報利用約款」
（以下「利用約款」といいます）の規定を抜粋したものです。
全文は、当社のウェブサイトをご参照ください。
２．この抜粋は、平成 29 年 1 月 1 日現在の利用約款に基づき作成しています。なお、利用約款は変更することがあります。変更した場合は変更後の利用約款を適用します。
３．この抜粋と正文である利用約款の規定が矛盾抵触する場合、その部分は、正文である利用約款の規定を優先して適用します。
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18. お問い合わせ先

本社
北海道

東北

東京

中部

25

支店社名

TEL

住所

本社

03-6910-3111

〒100-6810

東京都千代田区大手町 1-3-1

本社アネックス

03-5640-4663

〒103-0005

東京都中央区日本橋久松町 6-9

北海道支社

011-251-5181

〒060-0004

北海道札幌市中央区北 4 条西 5-1

小樽支店

0134-25-3151

〒047-0031

北海道小樽市色内 1-9-1

旭川支店

0166-24-5311

〒070-0034

北海道旭川市四条通 9-1703

旭川北洋ビル

釧路支店

0154-22-7581

〒085-0014

北海道釧路市末広町 13-1-4

釧路サウスビル

室蘭支店

0143-43-1611

〒050-0083

北海道室蘭市東町 2-24-4

函館支店

0138-54-8691

〒040-0011

北海道函館市本町 6-7

北見支店

0157-24-8550

〒090-0042

北海道北見市北二条西 3-10

帯広支店

0155-27-1721

〒080-0016

北海道帯広市西六条南 6-3

苫小牧支店

0144-34-1451

〒053-0022

北海道苫小牧市表町 3-2-13

東北支社

022-262-3811

〒980-0803

宮城県仙台市青葉区国分町 3-1-2

郡山支店

024-932-3134

〒963-8024

福島県郡山市朝日 2-1-5

いわき支店

0246-23-3151

〒970-8026

福島県いわき市平字童子町 4-18

福島支店

024-521-2171

〒960-8041

福島県福島市大町 7-3

盛岡支店

019-651-4511

〒020-0024

岩手県盛岡市菜園 1-12-18

北上支店

0197-63-4781

〒024-0061

岩手県北上市大通り 1-2-16

青森支店

017-776-5169

〒030-0861

青森県青森市長島 2-10-3

青森フコク生命ビル

八戸支店

0178-43-9073

〒031-0081

青森県八戸市柏崎 1-10-2

八戸第一生命ビルディング

山形支店

023-631-1751

〒990-0039

山形県山形市香澄町 3-1-7

酒田支店

0234-23-0611

〒998-0023

山形県酒田市幸町 1-3-1

秋田支店

018-823-4455

〒010-0951

秋田県秋田市山王 2-1-60

東京支社

03-6910-3200

〒100-6809

東京都千代田区大手町 1-3-1

JA ビル

9F

立川支店

042-529-5757

〒190-0023

東京都立川市柴崎町 3-10-4

大雅ビル

4F

横浜支店

045-681-6841

〒231-0015

神奈川県横浜市中区尾上町 1-6

熊谷支店

048-523-5701

〒360-0042

埼玉県熊谷市本町 2-48

埼玉支店

048-640-5200

〒330-0854

埼玉県さいたま市大宮区桜木町 4-379-5

千葉支店

043-301-7511

〒260-0032

千葉県千葉市中央区登戸 1-26-1

甲府支店

055-235-5157

〒400-0031

山梨県甲府市丸の内 3-32-12

甲府ニッセイスカイビル

厚木支店

046-295-1190

〒243-0018

神奈川県厚木市中町 4-16-18

YAGI

宇都宮支店

028-635-6022

〒320-0811

栃木県宇都宮市大通り 2-1-5

明治安田生命宇都宮大通りビル

前橋支店

027-224-3535

〒371-0023

群馬県前橋市本町 2-15-10

水戸支店

029-224-2741

〒310-0021

茨城県水戸市南町 3-4-14

明治安田生命水戸南町ビル

つくば支店

029-858-7202

〒305-0047

茨城県つくば市千現 2-1-6

つくば研究支援センター

新潟支店

025-241-0770

〒950-0082

新潟県新潟市中央区東万代町 1-30

長岡支店

0258-33-5956

〒940-0066

新潟県長岡市東坂之上町 2-1-1

高田支店

0255-24-5595

〒943-0832

新潟県上越市本町 3-2-28

名古屋支社

052-582-1411

〒450-0003

愛知県名古屋市中村区名駅南 1-21-19

長野支店

026-224-8844

〒380-0821

長野県長野市上千歳町 1121-1

松本支店

0263-33-7025

〒390-0813

長野県松本市埋橋 1-1-7
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18. お問い合わせ先

中部

近畿

中国

四国

九州

支店社名

TEL

住所

静岡支店

054-262-9671

〒420-0816

静岡県静岡市葵区沓谷 5-8-2

沼津支店

055-963-5919

〒410-0801

静岡県沼津市大手町 2-10-14

浜松支店

053-454-3376

〒430-0946

静岡県浜松市中区元城町 216-11

岐阜支店

058-265-0206

〒500-8842

岐阜県岐阜市金町 6-4

豊橋支店

0532-54-7716

〒440-0881

愛知県豊橋市広小路 1-39

津支店

059-227-7361

〒514-0004

三重県津市栄町 1－840

四日市支店

059-354-0300

〒510-0085

三重県四日市市諏訪町 4-5

関西支社

06-6531-8813

〒550-0005

大阪府西区西本町 1-4-1

金沢支店

076-262-4591

〒920-0869

石川県金沢市上堤町 1-18

住友生命金沢上堤町ビル

7F

富山支店

076-432-3225

〒930-0094

富山県富山市安住町 7-18

富山安住町第一生命ビル

3F

福井支店

0776-23-3446

〒910-0006

福井県福井市中央 3-13-4

ヨコヤマビル

和歌山支店

073-431-0186

〒640-8157

和歌山県和歌山市八番丁 11

奈良支店

0742-22-0135

〒630-8241

奈良県奈良市高天町 48-5

京都支店

075-255-7666

〒600-8492

京都府京都市下京区四条通新町東入ル月鉾町 62

滋賀支店

077-522-5855

〒520-0056

滋賀県大津市末広町 7-1

神戸支店

078-940-1034

〒651-0087

兵庫県神戸市中央区御幸通 6-1-10

姫路支店

079-289-4561

〒670-0955

兵庫県姫路市安田 1-68-1

広島支社

082-221-8282

〒730-0013

広島県広島市中区八丁堀 14-4

岡山支店

086-224-3311

〒700-0907

岡山県岡山市北区下石井 2-1-18

福山支店

084-923-0979

〒720-0034

広島県福山市若松町 5-23

鳥取支店

0857-23-0805

〒680-0845

鳥取県鳥取市富安 2-159

山口支店

0834-22-1060

〒745-0034

山口県周南市御幸通 2-22

下関支店

0832-32-8171

〒750-0016

山口県下関市細江町 2-2-1

松江支店

0852-22-2505

〒690-0887

島根県松江市殿町 111

センチュリービル

3F

米子支店

0859-32-1131

〒683-0067

鳥取県米子市東町 171

米子第一生命ビル

5Ｆ

高松支社

087-851-6671

〒760-0027

香川県高松市紺屋町 4-10

今治支店

0898-32-4389

〒794-0043

愛媛県今治市南宝来町 1-7-7

松山支店

089-945-2121

〒790-0001

愛媛県松山市一番町 3-2-11

高知支店

088-822-0016

〒780-0870

高知県高知市本町 4-2-52

徳島支店

088-654-6191

〒770-0841

徳島県徳島市八百屋町 2-7

福岡支社

092-431-2131

〒812-0011

福岡県福岡市博多区博多駅前 4-9-2

八百治センタービル 4F

北九州支店

093-551-1731

〒802-0003

福岡県北九州市小倉北区米町 2-1-2

小倉第一生命ビル

大分支店

097-535-1948

〒870-0035

大分県大分市中央町 1-1-5

大分第一生命ビル

宮崎支店

0985-25-5855

〒880-0806

宮崎県宮崎市広島 2-10-20

坂下ビル

熊本支店

096-354-2711

〒860-0012

熊本県熊本市中央区紺屋今町 1-5

長崎支店

095-823-0138

〒850-0032

長崎県長崎市興善町 2-24

第一生命長崎ビル

佐世保支店

0956-24-8462

〒857-0053

長崎県佐世保市常盤町 3-2

佐世保 KS ビル

佐賀支店

0952-29-2200

〒840-0816

佐賀県佐賀市駅南本町 6-4

佐賀中央第一生命ビルディング

鹿児島支店

099-250-1788

〒890-0053

鹿児島県鹿児島市中央町 9-1

沖縄支店

098-863-8144

〒900-0015

沖縄県那覇市久茂地 1-7-1

三井生命沼津大手町第二ビル
鴻池元城ビル

3F

岐阜東京海上日動ビルディング
豊栄ビル

5Ｆ

2F

7F

大同生命・瀧澤ビル

4F

四日市諏訪町ビル

4F

オリックス本町ビル

6Ｆ

5F

日本生命和歌山八番丁ビル
恵和ビル

6F

5Ｆ

大津パークビル

住友生命京都ビル

3F

オリックス神戸三宮ビル

ＪK 姫路南ビル

11Ｆ

5F

JEI 広島八丁堀ビル

3F

ORIX 岡山下石井ビル

浜田会計ビル
久本ビル

6F

10Ｆ

1F

6F

中国ビル

3F

原弘産ビル

6Ｆ

鹿島紺屋町ビル

6Ｆ

徳島銀行今治ビル

4Ｆ

松山第一生命ビルディング
住友生命高知ビル
朝日生命ビル

5Ｆ

4Ｆ

4F
4F

4F

4F

熊本辛島公園ビル

8F

5F
7Ｆ
6F

鹿児島中央第一生命ビルディング
琉球リース総合ビル

5F

5F
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〒 100-6810 東京都千代田区大手町 1-3-1 JA ビル
TEL：03-6910-3111 FAX：03-5221-0700

