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獨協大学図書館                                  2020 年 5 月 25 日発行 

 

 

◆図書館ホームページから、掲載資料のリンク先にアクセスできます！ 

図書館ホームページ → 図書・資料を探す → テーマ別資料の探し方 → 企業情報の探し方 

基本情報 会社概要に決算情報や独自調査などを加えたもの。 

【四季報】 

『会社四季報』（東洋経済新報社）（P-335.036-Ka21 ２階 参考図書） 【上場企業】 

  季節ごとに発行されるので四季報という。２年先までの業績予想あり。ビジネス・投資家向け。 

  毎号、業績予想を修正しているので、最新号を見ること。『東洋経済デジタルコンテンツライブラリー』に収録。 

『就職四季報. 総合版』（東洋経済新報社）（ P-377.9-Sh99 ２階 和雑誌） 【上場・未上場企業】 

就活の定番。「会社が求める人材」、「入社 3 年後離職率」、「平均年収」など最新情報を掲載。 

採用実績、残業状況、有給休暇取得状況、30 歳賃金など、情報満載。『東洋経済デジタルコンテンツライブラリー』に収録。 

『就職四季報. 女子版』（東洋経済新報社）（P-377.9-Sh99j ２階 和雑誌） 【上場・未上場企業】 

    女子向け四季報。一般職のエントリー・試験情報、女性の採用実績や産休・育児休暇など、女子目線の情報を掲載。 

『東洋経済デジタルコンテンツライブラリー』に収録。 

『就職四季報. 優良・中堅企業版』（東洋経済新報社）（P-377.9-Sh99c ２階 和雑誌） 【上場・未上場企業】 

    総合版、女子版に未収録の企業の中で、売上高 1,000 億円程度を下回る規模の企業を中心に収録。 

地方の有力企業など、経営基盤の安定した企業を多く含む。『東洋経済デジタルコンテンツライブラリー』に収録。 

『会社四季報. 未上場会社版』（東洋経済新報社）（P-335.036-Ka21m ２階 参考図書） 【未上場企業】 

入手困難な未上場企業情報を掲載。『東洋経済デジタルコンテンツライブラリー』に収録。 

『CSR 企業総覧[ESG 編]』（東洋経済新報社）（P-330.5-To86a ２階 和雑誌） 【上場・未上場企業】 

環境（E）・社会（S）・ガバナンス(G)の幅広い ESG 分野の資料。社会貢献、環境活動、コンプライアンス、 

内部通報などに加え、CSR と財務評価(格付け、得点)を収録。『東洋経済デジタルコンテンツライブラリー』に収録。 

『CSR 企業総覧[雇用・人材活用編]』（東洋経済新報社）（P-330.5-To86a ２階 和雑誌） 【上場・未上場企業】 

基礎データに加え、多様な人材活用、障害者雇用、ワーク・ライフ・バランス支援策、福利厚生、 

労働安全衛生などの情報を収録。『東洋経済デジタルコンテンツライブラリー』に収録。 

 

【事典系】 

『帝国データバンク会社年鑑』（帝国データバンク）（P-335.035-Te25b3 ２階 参考図書） 【上場・未上場企業】 

全国の金融機関および有力企業、約 14 万社の情報を収録。地域別 4 分冊。事業内容・従業員数・3 年分の業績・ 

SR(セールスランキング<同業種における全国・都道府県順位>)など。別冊付録として、『全国企業あれこれランキング』もある。 

『日本の企業グループ』（東洋経済新報社）（P-330.5-To86a ２階 参考図書） 【上場・未上場企業】 

  独自のアンケート調査や取材に基づいて関係会社の住所、売上高、純利益などの基礎データを親会社ごとに収録。 

   『東洋経済デジタルコンテンツライブラリー』に収録。 

『会社財務カルテ』（東洋経済新報社）（P-330.5-To86a ２階 参考図書） 【上場・未上場企業】 

  上場企業と銀行（証券・保険を除く）の分析値を 4 期分掲載。上場企業の“財務力”を一枚のカルテ 

としてまとめたもの。財務分析、企業間比較に有用。『東洋経済デジタルコンテンツライブラリー』に収録。 

『海外進出企業総覧[国別編]』（東洋経済新報社）（P-330.5-To86a ２階 参考図書） 【上場・未上場企業】 

  進出国別に日本企業が出資している海外現地法人情報を収録。各国・地域に展開する日系現地法人の把握・分析、 

   海外投資戦略、マーケティング調査などに有用。『東洋経済デジタルコンテンツライブラリー』に収録。 

企業情報の探し方 
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『海外進出企業総覧[会社別編]』（東洋経済新報社）（P-330.5-To86a ２階 参考図書） 【上場・未上場企業】 

  海外現地法人の詳細データを親会社の情報と同時に一覧可。主要産業別に各日本企業の海外関係会社の詳細がわかり、 

   海外戦略の把握に有用。『東洋経済デジタルコンテンツライブラリー』に収録。 

 

【データベース・インターネット】 

『日経会社プロフィル』（図書館ホームページ → データベース一覧 → F.企業情報 → 2.日経テレコン 21） 【上場・未上場企業】 

    『日経テレコン 21』の「企業検索」で検索するコンテンツ名。日経独自調査。次期業績予想あり。 

『Yahoo! ファイナンス 企業情報』 http://profile.yahoo.co.jp/【上場企業】 

    会社概要は、基本的に東洋経済新報社『会社四季報』最新号掲載内容。決算情報は原則として発表の翌営業日の夕方頃更新。 

東証 33 業種分類に基づく業種別カテゴリで企業を探せる。決算、プレスリリースなどの新着情報チェックに有用。 

『ザ・ビジネスモール』 http://www.b-mall.ne.jp/search.aspx 【上場・未上場企業】 

    全国の商工会議所などが共同運営する企業 PR サイト。地域の中小企業の情報を探すのに使える。 

   

四季報の見方・読み方 

『四季報で学ぶ決算書の読み方』（大和書房，2016）（336.83-H48s ２階 就職活動関連） 

『『四季報』で勝つ就活 : 東洋経済編集長が教える!』（三修社，2013）（366.29-Ta81sb ２階 就職活動関連） 

 

数字の見方・読み方 決算書、財務諸表などのキーワードで、OPAC 検索! 

『決算書はここだけ読もう』(弘文堂) （336.83-Y16kb ２階 就職活動関連） 

『最新決算書の基本と分析がよ〜くわかる本』(秀和システム，2018) （336.83-Ka441s ２階 就職活動関連） 

『財務諸表の見方』(日本経済新聞出版社，2019)（330.8-N73-1413 ２階 和図書） 

 

ニュース、動向 

『日経テレコン 21』（図書館ホームページ → データベース一覧 → F.企業情報） 

  ・日本経済新聞： 総合経済新聞、スポーツ、社会・政治の記事もある 

  ・日経 MJ＜流通新聞＞： 生活・消費・サービス産業の新聞、ビジネスの動向、消費トレンドの記事満載 

  ・日経産業新聞： スポーツ面、社会・政治面がない分、企業・産業界の詳細記事が多い 

  ・日経ヴェリタス： 投資・金融情報の新聞、マーケットの先読み・深読み、有望企業情報など 

連載記事に注目！ 

  ・「地域発世界へ」（日本経済新聞）・・・・・世界に展開する中小の有力企業紹介 

  ・「ビジネス TODAY」（日本経済新聞）・・・企業、ビジネス界のトピックス 

   ・「創るスマートビズ」（日経 MJ＜流通新聞＞） 

・「STARTupX」（日経産業新聞） 

 

『東洋経済デジタルコンテンツライブラリー』（図書館ホームページ → データベース一覧 → F.企業情報） 

  『週刊東洋経済』の検索・全文閲覧可。 

     ☆『週刊東洋経済』の、おすすめ連載記事 

・トップに直撃・・・・社長インタビュー 

     ・発見！成長企業 

http://profile.yahoo.co.jp/
http://www.b-mall.ne.jp/search.aspx
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『日経ＢＰ 記事検索サービス 大学版』（図書館ホームページ → データベース一覧 → F.企業情報） 

  『日経ビジネス』ほか、日経 BP 社発行の雑誌を検索・全文閲覧可。 

☆『日経ビジネス』の、おすすめ連載記事 

・ケーススタディー・・・・経営戦略、ビジネスモデル 

・編集長インタビュー・・・社長インタビュー 

・ゲームチェンジャー・・・ベンチャー・成長企業紹介 

・テックトレンド・・・・・最新技術紹介 

 

『ダイヤモンド D-VISION NET』（図書館ホームページ → データベース一覧 → F.企業情報） 

  『週刊ダイヤモンド』『ハーバードビジネスレビュー』、流通・小売業界誌『ダイヤモンド・チェーンストア』の検索・全文閲覧可。 

 

『毎索』 （図書館ホームページ → データベース一覧 → D.新聞記事、ニュース） 

  『週刊エコノミスト』の検索・全文閲覧可。 

 

ここに注目！ テレビ番組では、『WBS ワールド ビジネス サテライト』。毎日見ると、経済界・ビジネスがよくわかる。 

 

マーケティング調査資料 業界の動向や将来性、主要企業や市場シェアを知るのに役立つ。ビジネス最前線資料。 

『少子化・高齢化ビジネス白書』（日本ビジネス開発）（P-334.31-Sh96c ２階 参考図書） 

  結婚・出産・育児・子育て支援ビジネス、高齢者向けビジネス市場の参入企業の概要、動向とその取り組みがわかる。 

『教育産業白書』（矢野経済研究所）（P-370.59-Ky6 ２階 参考図書） 

  塾、英会話、資格、習い事、企業研修等、教育に関するあらゆる市場を調査収録。主要教育事業者の経営データ、 

経営・営業戦略を掲載。成長企業の事業戦略解説。e ラーニング市場についての解説あり。 

『環境ビジネス白書』（日本ビジネス開発）（P-519.19-Ka56 ２階 参考図書） 

  クリーンエネルギー、水資源・水処理、産業廃棄物、リサイクル、など各環境ビジネス市場の動向と取り組みがわかる。 

『食品産業白書』（矢野経済研究所）（P-608-Sh69 ２階 参考図書） 

  加工食品業界、外食サービス業界など食品産業を網羅。食品業界で注目の農業ビジネス、高齢者対応食品、ネットスーパー 

など、業界トレンド・有力企業情報を収録。 

『日経ＭＪトレンド情報源』（日本経済新聞出版社）（P-675-N73 ２階 参考図書） 

  流通業界の最新の動向を知るのに有用。「日経ＭＪ＜流通新聞＞」の記事をベースに加筆し、消費のトレンドと 

マーケティングの最前線の動向をコンパクトにまとめている。流通各業種の売上高ランキングも掲載。 

『レジャー産業白書』（矢野経済研究所）（P-688-L53 ２階 参考図書） 

  観光、アミューズメント、スポーツ、文化、宿泊・飲食、など、各種レジャーの現状と展望、業界主要企業の戦略を 

知るのに役立つ。巻末に、レジャー関連企業ランキングあり。 

『情報メディア白書』（電通総研）（P-695-J66e ２階 参考図書） 

 新聞、出版、音楽、映画、アニメ、ゲーム、放送、通信、広告、ネットなどメディア業界の動向を収録。 

マーケティング資料にもなる。最新デジタル機器市場の動向など、消費者行動の変化を専門家が分析。 

『ゲーム産業白書』（メディアクリエイト）（P-589.7-G18 ２階 参考図書） 

    ゲーム市場の長期動向、ハード・ソフト・ユーザーの傾向、新品販売本数 1,000 位、中古販売本数 500 位など、 

豊富なデータと分析レポートは、ゲームビジネスの現状と今後を知る上で有用。 

『アニメ産業レポート』（日本動画協会データベースワーキンググループ）（P-778.77-A46 3 階 参考図書） 

    アニメ業界、市場の動向、企業の動向、海外の動向、製作会社の情報などを収録。 
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有価証券報告書（有報）  

『eol』（図書館ホームページ → データベース一覧 → F.企業情報） 【上場・未上場企業】 

有価証券報告書を収録。最大 1961 年からのデータを収録。 

『EDINET』 【上場・未上場企業】 

  金融庁が提供する有価証券報告書閲覧サイト。上場・未上場企業の有価証券報告書を収録。インターネットで公開。 

企業のホームページ 

有報を作成している企業で、ホームページの、IR(情報)、企業情報、投資家情報、投資家の皆様へ、IR ライブラリーなどの 

ページで公開している。株主総会の資料を公開している企業も多い。併せて見ると、ポイントをつかみやすい。 

 

有価証券報告書の読み方 有価証券報告書、有報などのキーワードで、OPAC 検索! 

『いまさら人に聞けない「有価証券報告書」の読み解き方』（セルバ出版，2014）(336.83-Sa85i2 ２階 就職活動関連) 

『3 つの視点で会社がわかる「有報」の読み方』（中央経済社，2017）（336.83-Mi66.a2 ２階 和図書） 

『有価証券報告書の見方・読み方： 会社情報の宝庫』（清文社，2015）（336.83-Y97.a9 ２階 和図書） 

 

 

業界・業種 現状や将来性など、業界全体を概観でき、業界ごとの有力企業と業界での位置づけがわかる。 

【食品】 『食品と開発』（食品研究社）（P-498.55-Sh96f ２階 和雑誌） 

【建築・建設】 『日経アーキテクチュア』（日経 BP 社）（P-520.5-N73 ２階 和雑誌） 『日経 BP』で全文閲覧可。 

『日経コンストラクション』 『日経 BP』で全文閲覧可。 

【化粧品・ドラッグストア】 『国際商業』（国際商業出版）（P-670.5-Ko51b ２階 和雑誌） 

【流通・小売り】 『販売革新』（商業界）（P-673-H27 ２階 和雑誌） 

『ダイヤモンド・チェーンストア』（ダイヤモンド・リテイルメディア） 

                   米国や英国など、世界の流通・小売り事情の記事も収録。『東洋経済デジタルコンテンツライブラリー』に収録。 

【広告・マーケティング】 『販促会議』（宣伝会議）（P-674.05-To65 ２階 和雑誌） 

『広報会議』（宣伝会議）（P-674.05-Ko27 ２階 和雑誌） 

『宣伝会議』（宣伝会議）（P-674.05-Se59 ２階 和雑誌） 

『ブレーン』（宣伝会議）（P-670.5-B71 ２階 和雑誌） 

【物流・ロジスティクス】 『Logi-biz = 月刊ロジスティクス・ビジネス』（ライノス・パブリケーションズ）（P-675-L82 ２階 和雑誌） 

【航空】 『月刊エアステージ』（イカロス出版）（P-687.3-A25 ２階 和雑誌） 

『航空業界就職ガイドブック』（イカロス出版）（P-687.3-Ko47 ２階 和雑誌） 

【レジャー・リゾート】 『月刊レジャー産業資料』（綜合ユニコム）（P-688.05-L53 ２階 和雑誌） 

【ホテル・旅館】 『月刊ホテル旅館』（柴田書店）（P-688.8-H96 ２階 和雑誌） 

【通訳・翻訳】 『通訳・翻訳ジャーナル』（イカロス出版）（P-801.7-Ts96 ２階 和雑誌） 

 

【業界地図系】 

『会社四季報. 業界地図』（東洋経済新報社）（P-335.036-Ka21g ２階 和雑誌） 『東洋経済デジタルコンテンツライブラリー』に収録。 

『日経業界地図』(日本経済新聞出版社)（602.1-N73b ２階 就職活動関連） 
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【業種別事典系】 

『業種別業界情報』（経営情報出版社）（P-335.2-G99 ２階 参考図書） 

  各業界特有の仕組みから特性、企業規模、商品知識、流通経路、売上・利益、業界の悩み・今後の方向、 

翌年に向けた最新動向までを徹底的に調査・分析を、わかりやすく解説。 

『業種別審査事典』（金融財政事情研究会）（338.55-G99.a13-1～9 ２階 参考図書） 

  日本の全産業・業種を網羅。業界動向や業務・商品知識に加え、最新データ・情報に基づき徹底分析。 

 

ここに注目！  個別の業界・業種については、OPAC で、「航空業界」などをキーワードにして検索すること。 

 

【年鑑系】 

『出版年鑑』（出版ニュース社）（P-025.1-Sh99 １階 参考図書） 

①資料・名簿、②目録・索引の 2 冊で構成。①資料・名簿に、出版業界の動向、主要出版社の平均賃金、 

   書店別の売上高ランキングなどを収録。 

『薬事ハンドブック』（薬業時報社）（P-499.05-Y16 ２階 参考図書） 

    薬事行政・医薬品および関連業界の最新動向と展望を分析・解説。医薬品関連業界として、臨床検査薬・医療機器・ 

化粧品市場を掲載。主要製薬企業／主要卸売販売業の売上高と利益など 40 超のデータ収録。 

『製薬企業の実態と中期展望』（国際商業出版）（P-499.09-Se19 ２階 参考図書） 

   製薬企業の経営力と成長性を中期経営計画、経営指標、決算データ、パイプライン、市場推移等から分析するとともに、 

政治・経済情勢、薬事行政の動向も紹介。世界の製薬企業の開発トレンドについても掲載。 

『全国大型小売店総覧』（東洋経済新報社）（P-330.5-To86a ２階 参考図書） 

    百貨店・スーパー、ホームセンターなど、全国のあらゆる業態の大型店（店舗面積 1000 平方メートル超）の情報を収録。 

『東洋経済デジタルコンテンツライブラリー』に収録。 

『航空統計要覧』（日本航空協会）（P-687.05-Ko95 ２階 参考図書） 

    日本の民間航空会社の路線、輸送実績、業績、航空機保有状況、従業員数、資本金などを収録。 

『ケーブル年鑑』（ニューメディア）（P-694-C11  ２階 参考図書） 

 全国主要ケーブルテレビ局(約 320 局)の会社概要に加え、グラフと統計データによる日本のケーブルマーケット情報も掲載。 

『ＮＨＫ年鑑』（ＮＨＫ出版）（P-699-N11 ２階 参考図書） 

    ＮＨＫの有価証券報告書といえる資料。 

 

 

市場シェア  

『日本マーケットシェア事典』（矢野経済研究所）（P-675.059-N71 ２階  参考図書） 

  日本の全産業分野の製品毎の企業別マーケットシェアを算出。矢野経済研究所の独自調査。業種ごとの展望、課題も掲載。 

『Market Share Reporter』（Gale Research）（P-675.2-M3451  ２階  参考図書） 

  世界の企業・製品・サービスごとのシェアがわかる。ただし、米国市場中心のデータ編集。 

 

ここに注目！ 『日経テレコン 21』で、企業名と「世界シェア」「シェア」で検索すると、市場シェアが見つかることもある。 
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ランキング 単なる人気投票のようなランキングか、合理的に企業データを用いたランキングか見極めて、盲信しないよう。 

『全国企業あれこれランキング』（帝国データバンク）（P-335.035-Te25b3 ２階 参考図書） 

   『帝国データバンク会社年鑑』の別冊付録。売上高・利益率などの指標を用いた全国・都道府県別・業種別などのランキング。 

『本当のホワイト企業の見つけ方 : 指標とランキングでわかる!』（東洋経済新報社，2014）（335.15-To86h ２階 就職活動関連） 

『就職人気ランキングに惑わされない会社選び』（宝島社，2013）（366.29-A62s ２階 就職活動関連） 

『日経テレコン 21』（図書館ホームページ → データベース一覧 → F. 企業情報） 

   「データ＆ランキング」に、日経各紙に掲載されたランキング、調査がある。 

『東洋経済 CSR オンライン』 http://www.toyokeizai.net/csr/ 

    東洋経済新報社が 2005 年以来行っている CSR 調査の結果、ランキング等を公表したサイト。 

『CSR 企業白書』（東洋経済新報社）（P-330.5-To86a ２階 参考図書） 

『CSR 企業総覧（雇用・人材活用編）』、『CSR 企業総覧（ESG 編）』掲載企業をランキングと業種別集計表で詳細に紹介。 

 

真相記事 すっぱ抜き系雑誌。企業活動の真相を追う。雑誌掲載のネガティブな記事が数ヵ月後に一般ニュースに出ることも。 

『選択』(びっぷ出版) （P-051.4-Se74 1 階 和雑誌） 

『ZAITEN』(財界展望新社) （P-330.5-Z16 ２階  和雑誌） 

『FACTA』 https://facta.co.jp/  無料公開されている記事がある。 

 

中小企業・ベンチャー  

『就職四季報. 優良・中堅企業版』（東洋経済新報社）（P-377.9-Sh99c ２階 和雑誌） 【上場・未上場企業】 

   『東洋経済デジタルコンテンツライブラリー』に収録。 

『官報決算データベース』https://kessan.laboneko.jp/ 

Twitter（https://twitter.com/kessan_db） でも閲覧・検索できる。 

『ＴＫＣ計算書類公開データベース』(TKC 全国会)  http://www.123.tkcnf.or.jp/ 

  ＴＫＣ会員の関与先企業の貸借対照表、損益計算書などを公開。業績中心の企業情報。 

『中央会財務データベース検索』(全国中小企業中央連合会)  http://www.chuokai.or.jp/bs/ 

  中小企業中央連合会関与企業の貸借対照表の貸借対照表を公開。業績中心の企業情報。 

『決算公告 mall』(アーサー＆パートナーズ)  http://www.web-koukoku.jp/index.php 

  全国の商工会議所が運営する企業情報サイト「ザ・ビジネスモール」と提携し運営しているサイト。貸借対照表を公開。 

『中小企業白書』(中小企業庁)（P -335.35-C67 ２階 参考図書）  http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/index.html 

   中小企業・小規模事業者の動向・現状・課題を知ることができる。企業事例もあり。 

 

ここに注目！ 以下のような Web ページも多く存在する。地域名と中小企業・企業などで検索するとよい。 

 

『東京 カイシャハッケン伝』 https://www.kaisyahakken.metro.tokyo.lg.jp/ 

『しずおかの元気な企業』 http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-510/genki/index.html 

 

 

 

 

http://www.toyokeizai.net/csr/
https://facta.co.jp/
https://kessan.laboneko.jp/
https://twitter.com/kessan_db
http://www.123.tkcnf.or.jp/
http://www.chuokai.or.jp/bs/
http://www.web-koukoku.jp/index.php
http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/index.html
https://www.kaisyahakken.metro.tokyo.lg.jp/
http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-510/genki/index.html


7 
 

隠れた世界一、小さな大企業  

『煌めくオンリーワン・ナンバーワン企業』（ぎょうけい新聞社）（335.2-G99k 2 階 就職活動関連） 

『無名でもすごい超優良企業 : 業界地図の見方が変わる!』（講談社，2017）（335.21-Ta81mb 2 階 就職活動関連） 

『世界ナンバーワンの日本の小さな会社』（クロスメディア・パブリッシング，2016）（675-Y314s 2 階 和図書） 

『日本の「いい会社」 : 地域に生きる会社力』（ミネルヴァ書房，2017）（335.35-Sa32nc 2 階 和図書） 

『日本でいちばん大切にしたい会社』（あさ出版）（335.35-Sa32n 2 階 就職活動関連） 

『世界に冠たる中小企業』（講談社，2015）（335.35-Ku76s １階 文庫新書(和)） 

『「日本でいちばん大切にしたい会社」がわかる 100 の指標』（朝日新聞出版，2015）（335.35-Sa32nb 2 階 就職活動関連） 

 

以下のサイトに注目！ 

『世界シェア No.1 隠れた日本企業の力』 http://vdata.nikkei.com/prj2/ft-jpglobal-c/ 

『グローバル・ニッチ・トップ企業 100 選』  http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/gnt100/ 

『「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞』 https://taisetu-taisyo.jimdo.com/ 

 

倒産情報 どの業界・業種が倒産しているかに注目！ 以下の 2 件は、信用調査会社の倒産情報サイト。 

『帝国データバンク 倒産情報』 http://www.tdb.co.jp/tosan/index.html 

   原則、負債額 30 億円以上の倒産を掲載（最新～前月まで）。 

  同サイト内の、景気・業界の動向 では、帝国データバンクが発表している独自調査レポート、アンケート調査を公開。 

『東京商工リサーチ ＴＳＲ速報』 http://www.tsr-net.co.jp/news/tsr/ 

   負債総額が原則 30 億円以上の倒産企業、信用変動企業を公開。毎月、数社ほど、倒産に至る経緯なども紹介。 

 

社史・企業関連図書  OPAC で、企業名を入力して検索。  

 

【目録】  どの会社がどういう社史を出しているかを調べることができる。 

『会社史総合目録』（日本経営史研究所，1996）（335.48-Ka21b ２階 参考図書） 

『日本会社史総覧』（東洋経済新報社，1995）（335.035-N71d-1～3 ２階 参考図書） 

『渋沢社史データベース』 http://shashi.shibusawa.or.jp/ 

 

企業名・会社名  正確な企業名を探すための情報源。企業のホームページがあれば、そこでも確認できる。 

『ｉタウンページ』 http://itp.ne.jp/?rf=1  

『Yahoo! ファイナンス』 http://finance.yahoo.co.jp/  左上に、検索ボックスがある。株価検索可。上場企業のみ。 

『ダイヤモンド D-VISION NET』（図書館ホームページ → データベース一覧 → F.企業情報） 

トップページ左側の、「会社特定検索」で検索可。「会社変更情報」では、社名変更、合併会社も検索可。 

『企業名変遷要覧』（日外アソシエーツ）（335.2-Ki16g ２階 参考図書） 

現社名から、社名変更・合併・分離などによる変化を、母体となった会社設立まで遡って調査可。 

『銀行変遷史データベース』（全国銀行協会） http://www.zenginkyo.or.jp/abstract/library/hensen/ 

明治以降に設立された国内の銀行沿革データ(設立、合併、営業譲渡、解散、商号変更など)を収録。 

『日本 100 大企業の系譜： 図ですぐわかる』（KADOKAWA）（335.2-Ki241n ２階 就職活動関連） 

http://vdata.nikkei.com/prj2/ft-jpglobal-c/
http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/gnt100/
https://taisetu-taisyo.jimdo.com/
http://www.tdb.co.jp/tosan/index.html
http://www.tsr-net.co.jp/news/tsr/
http://shashi.shibusawa.or.jp/
http://itp.ne.jp/?rf=1
http://finance.yahoo.co.jp/
http://www.zenginkyo.or.jp/abstract/library/hensen/
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外国・外資系企業 

『外資系企業総覧』（東洋経済新報社）（P-330.5-To86a ２階 和雑誌） 

資本金 5,000 万円以上かつ外資比率 49%以上の外資系企業を主体に、有力外資系企業、有力外資系企業の日本支社を収録。 

『東洋経済デジタルコンテンツライブラリー』に収録。 

『ASEAN 企業地図』（翔泳社）（335.2-Ka881a2 ２階 和図書） 

ASEAN 有力企業グループの近年の動向がわかる。グループを率いる財閥、資本関係、上場企業の財務データを収録。 

『Nexis Uni』（図書館ホームページ＞データベース一覧＞F. 企業情報＞8. LexisNexis Academic） 

『企業情報』に、米国を中心に、各国の企業概要・財務・役員・M&A などの情報に加え、米国 SEC ファイリングを収録。 

『EDGAR』https://www.sec.gov/edgar/searchedgar/webusers.htm 

米国の証券取引委員会に提出された資料を検索できるデータベース。 

『米国会社四季報』（東洋経済新報社）（P-330.5-To86a ２階 参考図書） 

   ニューヨーク証券取引所、ナスダック市場に上場する、米国を拠点とし日本で取引可能な S&P500 採用銘柄等と 

   ETF の銘柄情報を収録。業績・財務情報、トップの年収、ライバル企業、同業種の日本企業など付随情報も掲載。  

『eol』（図書館ホームページ＞データベース一覧＞F. 企業情報＞7. eol） 

『アジア圏企業検索』に、アジアの企業の会社概要を収録。 

 

役員情報 

『ダイヤモンド D-VISION NET』（図書館ホームページ＞データベース一覧＞F. 企業情報＞4. D-VISION NET） 

トップページ左側の、「会社特定検索」で検索可。 

『役員四季報 : 全上場会社版』（東洋経済新報社）（P-335.035-Y16c ２階 参考図書） 

全上場企業の役員人事情報。出身大学、女性役員、社外取締役なども収録。『東洋経済デジタルコンテンツライブラリー』に収録。 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
 

       

 

探し方は、レファレンスカウンターに

ご相談ください。 

https://www.sec.gov/edgar/searchedgar/webusers.htm

