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「日本急成長企業2022」ランキングのご
案内

この度、日経BP社と調査会社Statistaの共同調査「日本急成長企業2022」ランキングが作成されます。

2017年から2020年の売上高成長率を基に、上位企業をランキング形式で発表いたします。ランキング結果は
日経BP社が発行するビジネス誌「日経ビジネス」のウェブサイトにての発表と誌面掲載も予定しております。

本調査ランキングへのエントリーをご希望される企業様は、2021年11月30日までに下記調査項目への回答
と売上高証明フォームのご提出くださいますようお願いいたします。エントリー費用は一切発生いたしませ
んので、ご安心ください。

「日本急成長企業2022」ランキングに関する詳細については、ウェブページ 
(https://www.statista.com/page/growth-japan)をご参照ください。 
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調査項目
日本急成長企業2022ランキング作成にあたり、以下の質問項目への回答をお願いいたします。

I.	 	会計年度2017年に、最低でも10万USドル（約1100万円または相当額）の売上高を記録した

  はい  いいえ

II.	 	会計年度2020年に、最低でも100万USドル（約1億1000万円または相当額）の売上高を記録した

  はい  いいえ

III.		貴社は独立した会社である（別会社の子会社または支店営業所ではない）

  はい  いいえ

IV.			貴社は日本に本社を置いている

  はい  いいえ

V.	 		補足質問：貴社は上場企業ですか？		

  はい  いいえ

 上場している場合、証券取引所名を記載してください
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企業情報
貴社の正式名称をご記入ください

会社の設立形態により、財務状況など追加での書類提出をお願いする場合があります。そのうち名称を企
業形態の参考の一つとしているので、正式名称の記入をお願いします。

会社名(正式名称)	:		 。

ランキングへの掲載希望名(ご希望に添えかねる場合もございますので、予めご了承ください)	:

 広告
 航空宇宙・防衛
 農産物
 建築
 自動車
 バッテリー
 美容
 化学
 建設
 サイバーセキュリティ
 Eコマース
 教育
 エネルギー
 ファッション
 金融サービス
 フィンテック
 食料・飲料
 ゲーム業界
 健康

 工業製品
 保険
 インテリア
 法律
 経営コンサルティング
 メディア
 個人・家庭用品
 製薬
 貴金属
 不動産
 レストラン
 小売
 セールス・マーケティング
 サポートサービス
 テクノロジー
 電気通信
 運輸
 旅行・レジャー
 破棄物管理・再利用

その他： 
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企業情報
貴社の住所をご記入ください。
拠点が複数ある場合には、本社の情報のみ記入してください。

住所：	

都道府県：			

郵便番号：			

URL：	

会社設立年月をご記入ください。

設立月：  	 設立年： 

貴社の事業活動を、2文ほどで簡潔に記載してください（貴社独自の特徴、専門分野や特定の部門での卓
越した実績等）：
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財務情報
2017年及び2020年の会計年度における貴社の年間純売上高をご記入ください。
今回は2017年及び2020年を基準としており、各基準年に6カ月以上の会計が反映されなければなりません。
その為貴社の会計年度決算日が6月30日以降となる場合、6カ月以上の期間が基準年に含まれる様に、前年の2016年及び2019年から始まる会計
年度における純売上高を、今回エントリーの会計年度として提出してください。
売上値引き・売上戻り（返品）などの売上高控除項目を減少させた後の、事業活動からのみの純売上高（以下より「売上高」と称する）を記入して
ください。

2017年の売上高：		 	

2020年の売上高：		

通貨：		

I.	 2017年の売上高は会計監査を受けていますか？

  はい  いいえ

 a. どちらの会社が2017年の売上高の監査を行いましたか？

 

II.	 2020年の売上高は会計監査を受けていますか？

  はい  いいえ

 どちらの会社が2020年の売上高の監査を行いましたか？
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財務情報
上記に記入された、貴社の売上高に該当する会計の期間を記述してください。

(例：2020年度 ＝ 2020年4月1日-2021年3月31日)

2017年度：			  – 

2020年度：	  – 

この期間の売上高の成長はどちらにより当てはまりますか？

 自律的成長 (Organic Growth：自社の製品またはサービスの販売による成長)

 非自律的成長 (Inorganic Growth：会社の買収などによる成長)

過去3年間の売上高における非自律的成長（Inorganic Growth）はどの程度だと推定されますか？（%）

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2017年から2020年の間に、合併や買収などはありましたか？

 他社と合併した、または他社を買収した

 他社により買収された

 合併や買収などはなかった

事業の合併や買収があった場合、合併または買収した/された会社の社名、及び合併や買収により得た利
益を以下の欄に記入してください。

	 会社名	 合併や買収による利益額

1	  

2  

3  
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財務情報
任意入力項目：
当ランキングへの参加に際、営業成績または税引前利益の情報提供は必須ではありませんが、貴社の成長率を厳正に審査する過程で、参照する
場合があります。また、貴社がランキングに掲載された際には、この情報を基に、企業特集並びに企業事例の掲載を行う可能性があります。

営業成績/税引前利益に関する情報提供に同意される場合には、いずれかにマークをしてください。

 情報を使用し、出版してもよい。

  日経BPおよびStatista社内で使用することは許可するが、明確な依頼および同意がない限り、公表は
許可しない。

2020年の税引前利益をご記入ください。 。   

2020年の税引前利益：	

通貨：	

税引前利益の形態についてご記入ください。

 EBT 

 EBIT (IFRS/US-GAAP) 

  EBIT (現地会計基準) 現地会計基準の名称： 

 EBITDA (IFRS/US-GAAP) 

 その他（具体的に）： 
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連絡先等
従業員数をご記入ください

2017年末時点での従業員数：	

2020年末時点での従業員数：	

ご担当者様の連絡先をご記入ください（和文、英文の両方）

称号(Mr/Ms)：	

名（和文、英文）：	

姓（和文、英文）：	

職務（和文、英文）：	

Eメール：	

電話番号：	
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結び
ランキングへのご応募、誠にありがとうございます。

ランキング参加への御礼として、Statista (www.statista.com) の無料トライアルアカウントをご利用い
ただけます。Statistaは市場調査を必要とするすべてのビジネスパーソンが活用できる統計やデータを提供
しているデータベースです。通常は年間契約のサービスですが、今回の御礼としまして、ご希望の方へ2週間
ご利用いただけるトライアルリンクをお送りいたします。期間終了後、リンクは自動で無効となりますので、
費用は一切発生いたしません。

 2週間のトライアルアカウントにご関心がある場合、メールアドレス・電話番号をご記入ください。

	 Eメール：	

	 電話番号：	

「日本急成長企業2022」に関する情報をどのように知りましたか？

その他追記事項ございましたら、下記ご自由にご活用ください。
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売上高証明フォームについて
「日本急成長企業2022」ランキングでは、貴社に提出いただく財務情報を基に、売上高成長率の厳正な
分析を行います。

当ランキングの作成にあたり、弊社では使用される財務情報・数値の確認を徹底して行っており、ランキン
グへ参加されるすべての企業様に財務情報の証明として、下記リンクより取得いただける売上高証明フォー
ムのご提出をお願いしております。

売上高証明フォームはこちらの リンクから印刷してください

当証明フォームには、社長・最高経営責任者、または財務取締役・最高財務責任者、役員の方の署名をお
願いしております。

記入済みの証明フォームは、メールアドレスgrowth-japan@statista.comまで、または
FAX +49 40 688 931-299 まで、もしくは以下の住所（日本東京支社）まで、郵送のご提出をよろしくお願
いいたします：

スタティスタ・ジャパン株式会社
東京都渋谷区神宮前６丁目２８－５宮崎ビルＡ棟３階
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