世界 193 ヶ国 51 万社の企業と 1,000 業種の産業に関する最新データと
文献を収録、MBA コースに最適の分析スキル養成データベース
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本データベースは、
世界の企業と産業に関して、
財務、
市場占有率、
ブランド、ランキング、SWOT 分析、ケーススタディー、企業史の
データと記事、学術雑誌、一般 雑誌、業界誌、専門誌、新
聞の記事を搭載、加えて各国のマクロ経済データも搭載、特定
企業や産業をデータと文献に基づき多角的、実証的に分析し、
ビジネスの世界での課題を解決するスキルを養成します。収録
企業は世界 193 ヶ国約 51 万社、収録産業は 1,054 業種にのぼ
ります。グローバルビジネスの最新情報を提供する本データベー
スは、ビジネススクール MBA コースに最適の電子リソースです。

企業情報

《以下の項目で絞り込み可》

 国（193 ヶ国）
 米国 50 州
 標準産業分類コード（SIC）
 北米標準産業分類コード（NAICS）
 本社所在地
 売上規模
 従業員数

財務情報
《ファンダメンタルズ（損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書、レシオレポート）
》

年度決算あるいは中間決算の直
近 6 期までの比較、主要競合企
業や任意の企業との比較が可能。
データはスプレッドシートにエクス
ポート可能

《ダッシュボード（市場、株式、ファンド、セクター）
》
CloudQuote の提供する JSON API
によって米国の株価指数（S&P 500,
NASDAQ, ダウ平均）
、人気銘柄、個
別銘 柄、10 年債、原 油、金等、米
国の株式・債券・商品市場と外国為
替市場の最新データをほぼリアルタイ
ム（15 分から 20 分の時差）で提供。
個別銘柄の株価（始値、終値、最高値、
最安値）のヒストリカルデータをスプ
レッドシートにエクスポート可能

企業史

アップル社の社史を含む約 17,000 件の社史を提 供（2017 年
8 月現在）フルテキスト検索可能、検索語はハイライト表示

ケーススタディー

アップル社の 9 件を含む約 2,050 件のケーススタディーを提 供
（2017 年 8 月現在）フルテキスト検索可能、検索語はハイライト表示

ブランド

企業年譜

アップル社を含む 2,300 件の企業年譜を提供（2017 年 8 月現在）

市場占有率

アップル社の 247 件を含む約 62,000 件の市場占有率情報を
提供（2017 年 8 月現在）

ランキング

アップル社の167 件のブランド情報を提供（2017 年 8 月現在）
CSV にエクスポート可能
アップル社の713 件を含む約 96,000 件のランキング情報を提供
（2017 年 8 月現在）

学術雑誌

一般雑誌

アップル社に関する約 100 件の雑誌記事を含む約 104 万件の
雑誌記事を提供（2017 年 8 月現在）

アップル社に関する約11,000 件の雑誌記事を含む約 668 万件の
雑誌記事を提供（2017 年 8 月現在）

フルテキスト検索可能、検索語はハイライト表示

フルテキスト検索可能、検索語はハイライト表示

報道

SWOT 分析

アップ ル 社 を 含 む
1,000 件 の SWOT
分析レポートを提供
（2017 年 8 月現在）

主要なフルテキスト収録新聞→ 4,5 ページ目
※この他に業界誌、投資家向けレポートも収録されています
※すべての企業に上記の資料やデータのすべてが用意されているわけではありません
※財務情報は米国企業に限定されます

産業情報

企業情報と同様、特定産業の学術雑誌記事、一般雑誌記事、
報道記事、ケーススタディー、市場占有率情報、ランキング情報、
業界紙記事を提供する他、産業情報に固有の資料として、業界
団体に関する情報と当該産業に関するレファレンスの記事を提供
します。

業界団体

アメリカ 57,000 団体、日本 340 団体、中国 380 団体等、世
界の業界団体の情報（会長名、所在地、スタッフ人数、業種等）
を提供（2017 年 8 月現在）

参考図書（レファレンス）

収録レファレンス→ 4,5 ページ目

インタラクティブなグラフと表による企業間、産業間、国間比較

《企業》

 比較の指標
売上高、従業員一人当たり売上高（と推移）
、従業
員数（と推移）
《産業》
 比較の指標
企業数（と推移）
、売上高、従業員一人当たり売上高
（と推移）
、従業員数（と推移）

《国》

 比較の指標（世界銀行『世界開発指標』の指標）

• GDP
• GDP デフレーター
• GDP 成長率
• 一人当たり GDP（金額と成長率）
• GNI
• GNI 成長率
• 一人当たり GNI（金額と成長率）
• 失業率
• 識字率
• 平均寿命
• 財・サービスの輸入・輸出
• 人口成長率
• 総資本形成
• 国内総所得
• 国内総貯蓄

• 国内純貯蓄（金額と GNI 比）
• 調整済み国民純所得（金額と成長率）
• 粒子状排出物質による損害を除く調整済み純貯蓄（金額と GNI 比）
• 粒子状排出物質による損害を含む調整済み純貯蓄（金額と GNI 比）
• 二酸化炭素排出による損害（金額と GNI 比）
• 固定資本減耗（金額と GNI 比）
• 教育支出（金額と GNI 比）
• エネルギー資源の枯渇（金額と GNI 比）
• 鉱物資源の枯渇（金額と GNI 比）
• 天然資源の枯渇（金額と GNI 比）
• 純森林枯渇（金額と GNI 比）
• 農業保護政策評価額（GDP 比）
• 農業付加価値（金額と GDP 比）
• 財・サービスの対外収支（金額と GDP 比）

任意の企業、産業、国を選び、様々な指標での比較ができます。グラフはダウンロードと印刷、表はダウンロードができます。

収録資料・データの出所
 財務情報：Thomson Reuters
 企業史：International Directory of Company Histories（Gale）
 企業年譜：Notable Corporate Chronologies（Gale）
 ケーススタディー：

• CaseBase: Case Studies in Global Business（Gale）
• Gale Business Insights: Global Case Study Collection
（Gale）
• Innovation Masters: History's Best Examples of Business
Transformation（Gale）
• Corporate Disasters:What Went Wrong and Why（Gale）
• The Business Communication Casebook
（South-Western）

 市場占有率：Market Share Reporter（Gale）

• Business Case Journal（Society for Case Research）
• Cases on Information Technology and Organizational
Politics and Culture（IGI Global）
• Cases on Managing E-Services（IGI Global）
• Cases on Strategic Information Systems（IGI Global）
• Cases on Telecommunications and Network ing
（IGI Global）

Gale Business Insights: Global

 ランキング：Business Rankings Annual（Gale）
 SWOT 分析：Global Markets Direct SWOT Reports（GlobalData Ltd.）1,000 件
 投資家向けレポート：Thomson Reuters, New Constructs, FBN Securities
 学術雑誌：フルテキスト誌 361 誌（うち、カレントまで 204 誌）
、フルテキスト査読誌 318 誌（うち、カレントまで 183 誌）
フルテキスト査読誌エンバーゴなし 291 誌（うち、カレントまで 156 誌）
 一般雑誌：約 250 誌
 業界誌・専門誌：約 3,700 誌
 産業概観：Progressive Digital Media の国別・地域別産業レポート約 2,500 件
 参考図書（レファレンス）
：

• Encyclopedia of American Industries（Gale）
• Encyclopedia of Emerging Industries（Gale）

• Encyclopedia of Emerging Markets（Gale）
• Encyclopedia of Global Industries（Gale）

• The Economist（1988 年 1 月以降）
• The Financial Times（1999 年 1 月以降）
• The Times（1985 年 7 月以降）
• Sunday Times（2009 年 5 月以降）
• The Guardian（1990 年 1 月以降）

• The Observer（1993 年 1 月以降）
• Daily Telegraph（2000 年 11 月以降）
• The New York Times（1985 年１月以降）
• The Washington Post（2009 年 6 月以降）
• Japan Times（2006 年 5 月以降）

 新聞（以下、主要フルテキスト紙）
：

※ The Financial Times は 30 日のエンバーゴ

機

能

《検索》

 検索範囲の指定

記事・レポート：抄
 録、著者、タイトル、全文、出版社名、出版
物名、件名、ISSN ほか

企業：企業名
産業：NAICS 番号、SIC 番号
団体名：国、団体名、NAICS 番号、SIC 番号ほか

 検索範囲の絞り込み
コンテンツの種類、出版物名、査読誌、フルテキスト誌、
NAICS 番号、SIC 番号ほか
 出版物の検索
約 11,000 タイトルの索引から、出版物を探すことができます。
《スプレッドシート、CSV へのエクスポート》

 一定の条件で抽出された企業名一覧（＋本社所在地＋従業員数＋売上高）
（例）従業員数 1,000 人以上の日本のコンピュータメーカー名（＋本社所在地＋従業員数＋売上高）
 特定企業の財務情報（損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書、レシオレポート）
（直近 6 期まで）
（例）アップル社の 2011 年度から 2016 年度までの損益計算書
（例）アップル社と競合 4 社の 2016 年度のキャッシュフロー計算書
 米国上場企業の株価のヒストリカルデータ
（例）アップル社の 2016 年の NASDAQ 株価（始値、終値、最高値、最安値、出来高、騰落率）の日次データ
 特定企業のブランド名とブランド種類
（例）アップル社の 167 のブランド名とブランド種類
 複数の企業の売上高（従業員数、従業員一人当たりの売上高）
（例）トヨタ、ダイムラー、フォルクスワーゲン、GM、現代の売上高

《その他》
雑誌、新聞等の記事については、印刷、ダウンロード、書誌の自動生成、書誌管理ソフトへのエクスポート、自動読み上げ、
自動翻訳等の多くの機能を実装している他、ディスカバリーサービスに対応しています。
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