
■使い方など■『【案件検索】エクセルにエクスポートする項目を選択する』  

「項目選択・ソート」ボタンを使って必要な項目だけエクセルにエクスポートできます。 

「項目選択・ソート」ボタン について                                                            

デフォルトのままエクスポートすると「基本項目(28 項目)」が出力されます。 ※内訳は一覧参照 

 

 

項目数は全部で 110 ありますので、基本項目の他、●関連企業(64 項目)●TOB 詳細(66 項目)●公表アドバイザー

情報(34 項目)を利用して取捨選択すると便利です。 

 

自由に項目を選ぶ (基本項目に当事者 1、2 の FA 項目を追加する)                             

ボタンをクリックすると、「表示項目・ソート設定」画面が表示 

選択されている「基本項目」の内訳が右の「表示項目」ボックスに表示されます。左の「項目」ボックスから「当 1ＦＡ」

「当 2ＦＡ」を選択し、「➡」をクリックして移動。 

 

「当 1ＦＡ」「当 2ＦＡ」は「表示項目」ボックスの項目の末尾に移動します。ドラッグして任意の位置に動かせます。 

 

    

こちらに基本項目 

28 項目が表示 

 

28 項目以外の項目が表示 



項目選択が終了したら「決定」ボタンをクリック。その後、                 をクリック。その後「ＥＸＣＥＬ」ボタンを

クリックすればエクセルに指定した項目がエクスポートされます。 

 

                             ※ をクリックすると「表示・ソート設定」画面が表示されます 

 

「基本項目」でエクスポートしてから、同じデータを「公表アドバイザー情報」項目に変更してエクスポートする     

「基本項目」でエクスポート後、「表示項目・ソート設定」画面で「公表アドバイザー情報」を選択、「決定」をクリック。 

 

その後、必ずもう一度 をクリックしてから、「ＥＸＣＥＬ」ボタンをクリックし、出力対象データに✓を

いれてください。 

 

！！ 表示項目を変更したら、必ず「一覧表示」ボタンをクリックしてください。クリックしないと変更前のエクスポート

項目と同じままになります！！ 

 

➡次ページより項目一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

全項目(110項目) 基本項目(28項目)
データ種別 合併・交換比率 データ種別
公表日など 対価 公表日など 
当事者1 分社事業/部門 当事者1
当事者1(親会社) (持株/分社)資本金 当事者2
当事者1(子会社など) 最新更新日 形態a
当事者2 有効日 形態b
当事者2(親会社) 解消日 形態c
当事者2(子会社など) ニュースリリース日 株取得先
形態a (TOB)対価 金額(百万円)
形態b (TOB)交換比率 マーケット
形態c (TOB)TOB前出資比率 1業種
株取得先 (TOB)公告日 2業種
当1FA (TOB)公開買付代理人 1株式市場
当1LA (TOB)買付価格(円) 2株式市場
当1OA (TOB)買付価格(海外) 1証券コード
当2FA (TOB)買付予定総数 2証券コード
当2LA (TOB)買付予定比率 1国籍
当2OA (TOB)買付予定数上限 2国籍
金額(百万円) (TOB)買付予定数下限 1所在地
マーケット (TOB)全部買付義務 2所在地
1業種 (TOB)買付金額算出ベース(百万円) 出資比率(前)
1(親会社)業種 (TOB)買付金額公表ベース(百万円) 出資比率(後)
1(子会社など)業種 (TOB)プレミアム率計算基準日 合併・交換比率
2業種 (TOB)前日(直近)株価(円) 対価
2(親会社)業種 (TOB)プレミアム率<前日(直近)> 最新更新日
2(子会社など)業種 (TOB)1カ月平均株価(円) 有効日
株取得先業種 (TOB)プレミアム率(1カ月平均) 解消日
1株式市場 (TOB)3カ月平均株価(円) ニュースリリース日
1(親会社)株式市場 (TOB)プレミアム率(3カ月平均)
1(子会社など)株式市場 (TOB)6カ月平均株価(円)
2株式市場 (TOB)プレミアム率(6カ月平均)
2(親会社)株式市場 (TOB)開始日
2(子会社など)株式市場 (TOB)終了日
株取得先株式市場 (TOB)日数
1証券コード (TOB)対象会社意見公告時点
1(親会社)証券コード (TOB)意見表明報告書 その他
1(子会社など)証券コード (TOB)応募推奨の状況
2証券コード (TOB) 成立/不成立/撤回
2(親会社)証券コード (TOB)買付株数
2(子会社など)証券コード (TOB)達成率
株取得先証券コード (TOB)買付金額結果算出ベース(百万円)
1国籍 (TOB)買付金額結果公表ベース(百万円)
1(親会社)国籍 (TOB)買付後所有株式総数
1(子会社など)国籍 (TOB)買付後議決権比率
2国籍 (TOB)買付後所有比率
2(親会社)国籍 (TOB)決済日
2(子会社など)国籍
株取得先国籍
1所在地
1本社所在地
1(親会社)所在地
1(親会社)本社所在地
1(子会社など)所在地
1(子会社など)本社所在地
2所在地
2本社所在地
2(親会社)所在地
2(親会社)本社所在地
2(子会社など)所在地
2(子会社など)本社所在地
株取得先所在地
株取得先本社所在地
出資比率(前)
出資比率(後)



 

関連企業(64項目) ＴＯＢ詳細(66項目) 公表アドバイザー情報(34項目)
データ種別 データ種別 データ種別
公表日など 公表日など 公表日など 
当事者1 当事者1 当事者1
当事者1(親会社) 当事者2 当事者2
当事者1(子会社など) 形態a 形態a
当事者2 形態b 形態b
当事者2(親会社) 形態c 形態c
当事者2(子会社など) 株取得先 株取得先
形態a 金額(百万円) 当1FA
形態b マーケット 当1LA
形態c 1業種 当1OA
株取得先 2業種 当2FA
金額(百万円) 1株式市場 当2LA
マーケット 2株式市場 当2OA
1業種 1証券コード 金額(百万円)
1(親会社)業種 2証券コード マーケット
1(子会社など)業種 1国籍 1業種
2業種 2国籍 2業種
2(親会社)業種 1所在地 1株式市場
2(子会社など)業種 2所在地 2株式市場
株取得先業種 出資比率(前) 1証券コード
1株式市場 出資比率(後) 2証券コード
1(親会社)株式市場 合併・交換比率 1国籍
1(子会社など)株式市場 対価 2国籍
2株式市場 最新更新日 1所在地
2(親会社)株式市場 有効日 2所在地
2(子会社など)株式市場 解消日 出資比率(前)
株取得先株式市場 ニュースリリース日 出資比率(後)
1証券コード (TOB)対価 合併・交換比率
1(親会社)証券コード (TOB)交換比率 対価
1(子会社など)証券コード (TOB)TOB前出資比率 最新更新日
2証券コード (TOB)公告日 有効日
2(親会社)証券コード (TOB)公開買付代理人 解消日
2(子会社など)証券コード (TOB)買付価格(円) ニュースリリース日
株取得先証券コード (TOB)買付価格(海外)
1国籍 (TOB)買付予定総数
1(親会社)国籍 (TOB)買付予定比率
1(子会社など)国籍 (TOB)買付予定数上限
2国籍 (TOB)買付予定数下限
2(親会社)国籍 (TOB)全部買付義務
2(子会社など)国籍 (TOB)買付金額算出ベース(百万円)
株取得先国籍 (TOB)買付金額公表ベース(百万円)
1所在地 (TOB)プレミアム率計算基準日
1本社所在地 (TOB)前日(直近)株価(円)
1(親会社)所在地 (TOB)プレミアム率<前日(直近)>
1(親会社)本社所在地 (TOB)1カ月平均株価(円)
1(子会社など)所在地 (TOB)プレミアム率(1カ月平均)
1(子会社など)本社所在地 (TOB)3カ月平均株価(円)
2所在地 (TOB)プレミアム率(3カ月平均)
2本社所在地 (TOB)6カ月平均株価(円)
2(親会社)所在地 (TOB)プレミアム率(6カ月平均)
2(親会社)本社所在地 (TOB)開始日
2(子会社など)所在地 (TOB)終了日
2(子会社など)本社所在地 (TOB)日数
株取得先所在地 (TOB)対象会社意見公告時点
株取得先本社所在地 (TOB)意見表明報告書 その他
出資比率(前) (TOB)応募推奨の状況
出資比率(後) (TOB) 成立/不成立/撤回
合併・交換比率 (TOB)買付株数
対価 (TOB)達成率
最新更新日 (TOB)買付金額結果算出ベース(百万円)
有効日 (TOB)買付金額結果公表ベース(百万円)
解消日 (TOB)買付後所有株式総数
ニュースリリース日 (TOB)買付後議決権比率

(TOB)買付後所有比率
(TOB)決済日


