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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、検索結果票を印刷することもできます。 

 

 

 

（ＯＰＡＣトップページ＞本を探す＞蔵書検索・予約） 

https://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/toshow/asp/index.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 ２０２０ １００版 東日本１・２、西日本１・２、索引』 

帝国データバンク 2019 (※市立・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。 

※ 市立図書館は 2019年版を所蔵しています。 
 

『東商信用録 関東版 ２０１９年版 上巻・下巻・索引』 

東京商工リサーチ 2019 (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」と判断できる企業も収録して

います。3期業績、仕入れ、販売先や役員などを掲載し、格付・概況もあります。 

※ 橋本図書館は平成 30年版を所蔵しています。 
 

 

『会社四季報 ２０２０年１集 新春号』 

東洋経済新報社 2019 (市立・大野・橋本) 

全上場企業の 2019～20年度を予想のほか、「貿易摩擦、消費増税、５Ｇ、ＡＩ…激変す

る業績」や「来期も急成長する企業」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。 

  
 

『会社四季報 未上場会社版 ２０２０年』 

東洋経済新報社 2019 (市立・大野・橋本) 

入手困難な未上場会社の企業情報を収録するために『会社四季報』の姉妹版として創

刊されたもので、約 13,000社の未上場企業情報を掲載。採用予定、上場意欲、企業系

列情報も収録されています。 
    

 

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：相模太郎商店など） 

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=1815694
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=1904873
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1929650
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■海外編 
 

『外資系企業総覧 ２０１９』     東洋経済新報社 2019  (市立・※大野・橋本) 

資本金 5,000 万円以上かつ外資の比率 49％以上の主要 1,227社の詳細データ、その他

有力企業 1,997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 2017年版を所蔵しています。 

 

『海外進出企業総覧 ２０１９』         東洋経済新報社 2019 (市立・※大野・橋本) 

国別編：日本企業が出資している海外現地法人 31,600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。巻末には国、業種、進出時期別現地法人数、新規進出

した現地法人一覧も収録しています。 

会社別編：日本企業が出資している企業 5,000社の海外進出動向です。現地法人

31,200社と支店・駐在員事務所 3,000拠点で構成され、いずれも業種別・社名で掲載

されています。 

※ 相模大野図書館は 2018年版を所蔵しています。 

 

『中国進出企業一覧 ２０１８－２０１９年版 上場会社篇』 

 ２１世紀中国総研／編 蒼蒼社 2018 (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。日本本社及びその子会社の在

中現地法人 6,202 社と日本本社直属の在中ビジネス拠点など 319を含めた 6,521拠点

の基本データを収録しています。 

 

■番外編  
 

『日本の企業グループ ２０１９』       東洋経済新報社 2019 (大野・橋本) 

上場企業傘下の連結子会社、持分法適用会社他、国内グループ会社各社の概要を、ア

ンケート調査等によって調査・整理した結果をまとめたものです。 

 

『全国企業あれこれランキング ２０２０』  帝国データバンク 2019 (※市立・橋本) 

『帝国データバンク会社年鑑』付録。売上高、利益率などさまざまな指標を用いて全

国・都道府県別・業種別などのランキングを作成しています。 

※ 市立図書館は 2019年版を所蔵しています。 

 

『流通・サービスの最新常識 ２０１９』(「日経ＭＪトレンド情報源」の改題、巻次を継承)  

日経ＭＪ（流通新聞）／編 日本経済新聞出版社 2019 (大野・橋本) 

日経ＭＪ（流通新聞）が毎年行う「小売業調査」や「専門店調査」をはじめとした、7

つの調査結果、約 2,800社の情報を収録し、ネットでは得られない情報や知識が身に

つきます。 

※ 市立図書館は『日経ＭＪトレンド情報源 ２０１８』を所蔵しています。 

 

『会社四季報業界地図 ２０２０年版』      

東洋経済新報社／編 東洋経済新報社 2019 (大野・橋本) 

業界ごとのあらゆる情報を「地図」の形で『会社四季報』の業界担当記者が 172業界

4,030社の今を直感的にわかりやすく解説しています。 

 

『中小企業白書 ２０１９年版』 中小企業庁／編 日経印刷 2019 (市立・大野・橋本) 

最近の中小企業の動向、人手不足や開廃業の状況などについて分析しています。経営者

の世代交代、社会の変化に合わせた自己改革の取組についても分析を行っています。 

 

『ＣＳＲ企業白書 ２０１９』              東洋経済新報社 2019 (橋本) 

『ＣＳＲ企業総覧 ２０１９年版』の「雇用・人事活用編」と「ＥＳＧ(社会的責任投資)

編」に掲載の 1,501社のＣＳＲ(企業の社会的責任)データ集をはじめ、格付け・個別ランキ

ングでは有給休暇取得率や低残業時間など全 71ランキングの情報を紹介しています。 

 

http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1904872
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『全国大型小売店総覧 ２０１９』          東洋経済新報社 2018 (※大野・橋本) 

全国の大型小売店の基本データを掲載しています。都道府県や市町村別の店舗数をま

とめた集計表が便利です。 

※ 相模大野図書館は 2016年版を所蔵しています。 

 

『Ｗｅｂ制作会社年鑑 ２０１９』            マイナビ出版 2019 (橋本) 

この 1年間で話題となったＷｅｂサイト、Ｗｅｂマーケティング施策、スマートフォ

ン／タブレット向けアプリ施策などを制作会社ごとアーカイブ化して紹介しています。 

 

 

 

(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、利用者用検索機(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 所蔵館 誌名 出版社 所蔵館 

激流 国際商業出版 橋 週刊エコノミスト 毎日新聞社 市・大・橋 

商業界 商業界 橋 週刊ダイヤモンド ダイヤモンド社 市・大・橋 

実業界 実業界 橋 週刊東洋経済 東洋経済新報社 市・大・橋 

日経ビジネス 日経ＢＰ社 市・大・橋 ＴＨＥ２１ ＰＨＰ研究所 大・橋 

日経ものづくり 日経ＢＰ社 橋 プレジデント プレジデント社 市・大・橋 

ブレーン 宣伝会議 橋 Ｆｏｒｂｅｓ ＪＡＰＡＮ  プレジデント社 橋 

Ｓｏｆｔｗａｒｅ

Ｄｅｓｉｇｎ 
技術評論社 市 

ダイヤモンド・ハーバード・ 

ビジネス・レビュー 
ダイヤモンド社 橋 

 

(２)その他 
■国立国会図書館 ＮＤＬ ＯＮＬＩＮＥ https://ndlonline.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。 

 

■Ｗｅｂ ＯＹＡ－ｂｕｎｋｏ【オンラインデータベース】（市立・大野・橋本）  

大宅壮一文庫に所蔵されている 1988年以降の週刊誌、総合誌、女性誌などの雑誌およ

そ 400タイトルから記事の所在を調べることができます。 

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、１か月分を本の形態に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。 

 

 

・市→市立図書館 

・大→相模大野図書館 

・橋→橋本図書館 

＜所蔵館の表示＞ 

http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1949691


4 

(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Ⅱ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。 

 

■ヨミダス歴史館【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 

 Ｊａｐａｎ Ｎｅｗｓ（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、週刊エコノミスト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  https://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）             

https://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)。 

 

 

 
 

 

 

 

４ その他 

発行   相模原市の図書館 https://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。 

 

https://toyokeizai.net/
http://rnavi.ndl.go.jp/business/

