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 企業情報について、様々な角度からの調べ方をご案内します。就職活動等にもご活用ください。 

(１)ＯＰＡＣで検索する 
図書館の蔵書検索端末(ＯＰＡＣ)やホームページの蔵書検索でキーワードを入力して検索し

てみましょう。検索したら、「タイトル」、「所在場所」、「分類」をメモしましょう。 

 

 

 

（トップページ＞蔵書情報＞蔵書検索・予約） 

http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwKensakuKani.aspx 
 

(２)おすすめの本 
今回ご紹介する本は貸出できないものが多いですが、 

図書館内で閲覧と複写はできますので、どうぞ実際にお手にとってご覧ください。 

 

■総合編(上場＆未上場企業) 
 

･『帝国データバンク会社年鑑 ２０１２ ９２版 東日本１、２・西日本１、２』 

帝国データバンク 2011 (※市立・※大野・橋本) 

東日本１、２・西日本１、２に別冊索引の 5分冊構成です。帝国データバンクのデータ

ベースから有力・優良企業役約 14万社の業績、仕入先、販売先などの情報が収録されて

おり、収録社数の多さが最大の魅力です。都道府県別に編纂されています。 

※ 市立図書館・相模大野図書館は 2011年版を所蔵しています。 

 

･『東商信用録 関東版 平成２４年版 上巻・下巻・索引』 

東京商工リサーチ 2012 (※大野・橋本) 

全国 8地区のうちの関東版で、上・下・索引の 3分冊です。原則として年間売上高 2億

円以上、例外として東京商工リサーチが「取引可能」と判定したもの、約 6,9000社を収

録しています。営業種目・役員・業績 3 期などを掲載しており、格付・概況もあります。 

※ 相模大野図書館は平成 23年版を所蔵しています。 

 

■上場企業編 
 

･『日経会社情報 ２０１３－３ 夏号』  

日本経済新聞出版社 2013 (市立・大野・橋本) 

年 4回の定期発行で、発行月の 2ヶ月前までのデータを収録しており、年鑑類と比較し

て新しい情報が得られます。上場企業約 4,000社の収益構成、過去 5～7期の業績、今後

1～3期の業績予想、日経記者による解説記事などが掲載されています。 

 

･『会社四季報 ２０１３年３集 夏号』 

東洋経済新報社 2013 (市立・大野・橋本) 

上場企業約 4,000社の新規事業、原則過去 2期の業績、今後 2期の業績予想のほか、

「業種別業績展望」や「来期予想営業増益率ランキング」などのデータ＆ランキング 

一覧もわかりやすく掲載されています。 

１ 図書で探す    

・市立→市立図書館 

・大野→相模大野図書館 

・橋本→橋本図書館 

＜所蔵館の表示＞ 
キーワード：企業名を具体的に（例：トヨタ・伊勢丹など） 

http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwKensakuKani.aspx
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1815691
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1815691
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1815691
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1815692
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1815694
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1815694
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1815695
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1904872
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1904872
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1904873
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1956081
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1956033
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･『会社職員録 全上場会社版 ２０１１ 上巻・下巻』 

ダイヤモンド社／編 ダイヤモンド社 2010 (橋本) 

全上場企業約 4,000社の役員・部課長以上の管理職、約 93,000名の人事情報が収録され

ています。上・下 2分冊構成で、50音別と業種別の会社索引が付いています。 

※ 2011年版が最終版です。 

 

■未上場企業編 
 

･『会社四季報 未上場会社版 ２０１３年下期』 

東洋経済新報社 2013 (大野・橋本) 

有力成長の未上場企業約 7,000社の主要データを収録しています。会社の特色や近況、3

～5期分の業績のほか、「社名・呼称変更会社一覧」も掲載されています。 

 

･『会社職員録 非上場会社版 ２０１０ 上巻・下巻』 

ダイヤモンド社／編 ダイヤモンド社 2010 (市立・※大野・橋本) 

上・下 2分冊で構成されています。有力非上場企業約 10,000社の会社情報・事業所情報

などに加え、約 10万人分の人事情報を網羅的に収録しています。 

※ 相模大野図書館は 2009年版を所蔵しています。2010年版が最終版です。 

 

■海外編 
 

･『外資系企業総覧 ２０１２年版』  東洋経済新報社 2012  (市立・※大野・橋本) 

資本金 5,000万円以上かつ外国資本比率 49％以上の企業約 1,300社の近況解説を含む詳

細データ、その他有力企業約 2,000社の主要データをまとめて収録しています。 

※ 相模大野図書館は 2011年版を所蔵しています。 

 

･『海外進出企業総覧 ２０１３ 国別編』  東洋経済新報社 2013 (市立･大野･橋本) 

日本企業が出資している海外現地法人約 25,200社の主要データ、近年の動向を進出国別

にまとめた一冊です。巻末には新規進出及び撤退した現地法人の一覧も収録しています。 

 

･『中国進出企業一覧 上場会社篇 ２０１１－２０１２年版』 

21世紀中国総研／編 蒼蒼社 2011 (橋本) 

日本企業の中国進出状況を調査したデータブックです。日系現地法人約 6500件、出資日

本企業別のビジネス拠点約 7,200件のデータが収録されています。 

 

■番外編  
 

･『日経ＭＪトレンド情報源 ２０１３年版』  日本経済新聞出版社 2012 (大野・橋本） 

消費・流通・サービスなど各分野におけるトレンド解説が掲載されていると同時に、日

経独自調査による各種ランキング・データを多数収録しています。 

 

･『全国企業あれこれランキング ２０１２』    

帝国データバンク 2011 （※市立・※大野・橋本） 

帝国データバンクが保有するデータベースをもとに、売上高、営業利益率、自己資本比

率など様々なランキングが収録されています。       

※ 市立図書館・相模大野図書館は 2011年版を所蔵しています。 

 

･『ＣＳＲ企業総覧 ２０１３年』  東洋経済新報社 2012  （橋本） 

日本の有力・先進企業約 1,200社のＣＳＲ（企業の社会的責任）の現況をまとめた一冊

です。調査対象企業のＣＳＲ及び財務データとともに、格付け評価も収録しています。 

 

･『全国大型小売店総覧 ２０１３』   東洋経済新報社 2012 （※大野・橋本） 

全国の大型店約 20,000店を市町村別に収録しています。開店情報・業態、主要販売品、

核店舗情報・規模・立地タイプについて掲載しています。   

※ 相模大野図書館は 2012年版を所蔵しています。 

http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1733997
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1733997
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1733998
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1929650
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1711335
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1711335
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1711336
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1881780
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1857492
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1824948
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1897349
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1815696
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1918035
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1881846
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･『外食企業年鑑 ２０１３年版』    外食産業新聞社 2012 （橋本） 

外食企業約 500社、食材卸売業者約 200社、主要データを収録しています。外食産業に

おける各種統計資料や、2011 年 10 月～2012 年 12 月の主要トピックスも掲載しています。 

 

･『Ｗｅｂ制作会社年鑑 ２０１３年版』 

ｗｅｂ Ｄｅｓｉｇｎｉｎｇ編集部／編 マイナビ 2013 （橋本） 
スマートフォン／タブレット用アプリやＷｅｂ制作会社約 160社の主要データと得意事

業分野、各社が 2012年に公開した約 1800点の作品画像をあわせて掲載しています。 

 

 

 

(１)図書館にある雑誌で探す 
  

図書館にある雑誌を探すときは、蔵書検索(ＯＰＡＣ)で検索して所在場所を確認してください。 

保存期間は１年間です。 

 

■企業情報を調べるために便利な雑誌 
 

誌名 出版社 誌名 出版社 

激流 国際商業出版 週刊エコノミスト 毎日新聞社 

商業界 商業界 週刊ダイヤモンド ダイヤモンド社 

実業界 実業界 週刊東洋経済 東洋経済新報社 

日経ビジネス 日経ＢＰ社 ＴＨＥ２１ ＰＨＰ研究所 

日経ビジネス Associe 日経ＢＰ社 プレジデント プレジデント社 

日経ものづくり 日経ＢＰ社 Business Week(英文) 日経ＢＰマーケティング 

 

(２)その他 
■国立国会図書館 ＮＤＬ－ＯＰＡＣ https://ndlopac.ndl.go.jp/ 

国会図書館で記事を採録した雑誌に掲載された各記事・論文について、記事のタイト

ル・著者名などから検索できます。 

 

■ＣＤ－ＲＯＭ版 大宅壮一文庫 雑誌記事索引 【ＣＤ‐ＲＯＭ】（市立・大野・橋本）  

雑誌専門図書館・大宅壮一文庫の雑誌記事索引ＣＤ－ＲＯＭ。一般週刊誌や女性誌、

総合月刊誌、生活情報誌など、大衆的な雑誌約 500誌が検索できます。 

※ ＣＤ－ＲＯＭ版の刊行は 2008年版が最終版です。 

 

新聞で探す 

各図書館で新聞を購入しています。保存期間は１年間です。 

購入紙など、詳しくは各館へお問い合わせください｡ 
 

(１) 縮刷版で探す 

縮刷版は、現物の新聞を縮小し本の形態に１か月分をまとめているものです。 

巻頭に主題別索引がついているのでキーワードで検索できます。 

相模原市の図書館では、分担して縮刷版を所蔵しています。 
 

■朝日新聞（市立･大野） ■日本経済新聞（市立･橋本） 

■毎日新聞（大野）    ■読売新聞（橋本） 

２ 雑誌で探す 

３ 新聞記事で探す 

欠号がある場合があ

ります。詳しくは各

館へお問い合わせく

ださい。 

 

 

外食企業年鑑　２０１３年版
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1949691
https://ndlopac.ndl.go.jp/
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(２)データベースで調べる 
 

■日経テレコン２１【オンラインデータベース】（市立・大野・橋本）※ 

1975年(昭和 50年)以降の日経 4紙（日本経済新聞、日経産業新聞、日経流通 

新聞ＭＪ、日経金融新聞）の記事が検索できます。 

 

■聞蔵２ビジュアル【オンラインデータベース】 (市立・大野・橋本) ※ 

1945年(昭和 20年)以降の朝日新聞、週刊朝日などの記事が検索できます。 

 

■ヨミダス文書館【オンラインデータベース】（橋本）※ 

1986年(昭和 61年)以降の読売新聞の本版・地方版に加え、英字新聞「Ｔｈｅ 

 Ｄａｉｌｙ Ｙｏｍｉｕｒｉ」の記事が検索できます。 

 
 

■ジャパンナレッジ【オンラインデータベース】（橋本）※ 

辞書・事典類の一括検索のほか、会社四季報、週刊エコノミストなどを閲覧するこ 

とができます。 

 

■官報情報検索サービス【オンラインデータベース】（市立・大野・橋本）※ 

決算公告や倒産情報が企業名で検索することができます。 

 

■東洋経済オンライン  http://www.toyokeizai.net/ 

上場企業の株価や財務、業績予想、関連ニュースを見ることができます。詳細な情 

報を閲覧するには会員登録が必要です。 

 

■国立国会図書館 リサーチ・ナビ（調べ方案内）（経済・産業）             

http://rnavi.ndl.go.jp/business/ 

経済・社会情報を得るために有用な資料を業界別に紹介しています。 

 

※ オンラインデータベースの印刷については、提供元の許諾の範囲内で印刷可能です(有料)。 

  のある館のオンラインデータベースは、ご自身で操作することができます。 

 

 
 

 

 

 

４ その他 

発行   相模原市の図書館     http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/ 

（市立図書館 ℡042-754-3604◆相模大野図書館 ℡042-749-2244◆橋本図書館 ℡042-770-6600） 

 

★図書館にない本を入手するには？ 

リクエスト（購入希望、または所蔵している図書館からの取り寄せ） 

ができます。詳しくは調べものカウンターへご相談ください。 

 

★図書館にない雑誌記事を入手するには？ 

県内の図書館からは雑誌を、国会図書館等からは雑誌記事の複写を、それぞれ取り寄せるこ

とができます。調べものカウンターでご相談ください。 

 

★調べ方がわからなかったら？ 

図書館では、みなさまの調べもののお手伝いをする「レファレンスサービス」を行っていま

す。お気軽に調べものカウンターでご相談ください。 

 

http://www.toyokeizai.net/
http://rnavi.ndl.go.jp/business/
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/

