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平成 2４年 3 月１日作成 

 

 

パスファインダーとは、あるトピックについて調べるときに役立つ資料やツールを紹介した  

 「情報探索の道しるべ」です。 

 

     このパスファインダーでは、千代田図書館の所蔵資料を中心に、日本国内の会社（企業）情報について

の調べ方をご案内します。 

 

１．情報探索のキーワード 

効率的な情報検索には、適切なキーワードが必要です。 

 

 

 

 

２．入門的な情報源 

わからない経済用語、ビジネス用語などを調べるときに役立つ資料をご紹介します。 

<図書館で所蔵している図書（一例）> 

資料情報（書誌情報） 請求記号・    

資料 ID 
配架場所 

経営用語の基礎知識／野村総合研究所（編）,ダイヤモンド社, 2008 336（W5） 

130658677 

ビジネス

（禁帯）  

経済・ビジネス基本用語 4000語辞典／日本経済新聞出版社, 2009 330.3（W5） 

130262868 

ビジネス

（禁帯） 

 

３．図書から情報を得る 

  ※ インターネットから情報を得たい場合は、4pの「Web情報源」からご覧ください。 

◎ まずは千代田区立図書館蔵書検索をしてみましょう。 

（OPAC)  http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh 

 

● 情報源ガイド 

 探したいビジネス関係資料が、どの資料に掲載されているか調べられる資料をご紹介します。 

 「企業概要」「経営指標」などのキーワードから調べる事ができます。 

 資料情報（書誌情報） 請求記号・資料 ID 配架場所 

ビジネスデータ検索事典 2006 データ＆DATA／日本能率協会総合研究所

マーケティング・データ・バンク（編），日本能率協会総合研究所，2006.3 

R350.3 

130029200 

参考図書 

（禁帯） 

ビジネス調査資料総覧 2011／日本能率協会総合研究所マーケティング・デ

ータ・バンク（編），日本能率協会総合研究所，2010.11 

R675 

130658537 

参考図書 

（禁帯） 

会社情報の調べ方 

会社   企業   株式会社   上場企業   未上場企業   海外進出企業   外資系企業      

経営指標   財務情報   財務指標   系列企業   社史  有価証券報告書  など   

 

http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh
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● 会社の概要を調べる 

 各企業の事業内容、資本金や売上高など財務内容を調べる際に有効な資料をご紹介します。 

<図書館で所蔵している図書（一例）> 

資料情報（書誌情報） 
請求記号 

資料 ID 
配架場所 

帝国データバンク会社年鑑 92版／帝国データバンク, 2011.10 

※東日本・西日本編があります。 
R335 

参考図書

（禁帯） 

東商信用録 関東版 平成 22 年版 上下巻／東京商工リサーチ東京支社, 

2010.10 
R335 

参考図書

（禁帯） 

会社財務カルテ 2012／東洋経済新報社, 2011.10 
R336.8 

1000050987 

参考図書

（禁帯） 

日経経営指標 全国上場会社版 2011／日本経済新聞出版社，2010.10 
R336.8 

130341910 

参考図書

（禁帯） 

会社四季報／東洋経済新報社，季刊,  ※雑誌 

※未上場版もあります 

 ﾒｲﾝｶｳﾝﾀｰ

（禁帯） 

 

● 外資系企業・海外進出企業の概要を調べる  

日本国内の外資系企業や、海外に進出している日本の企業を調べる際に有効な資料をご紹介します。 

                       <図書館で所蔵している図書（一例）> 

資料情報（書誌情報） 請求記号・  

資料 ID 
配架場所 

外資系企業総覧 2011／東洋経済新報社，2011.7 
R335 

1000025237 

参考図書

（禁帯） 

海外進出企業総覧 企業編 2011／東洋経済新報社，2011.6 

※国別編もあります。 

R335.5 

1000009405 

参考図書

（禁帯） 

 

● 会社の組織と人事を調べる 

 会社の組織や事業系統、会社役員など調べる際に有効な資料をご紹介します。 

                       <図書館で所蔵している図書（一例）> 

資料情報（書誌情報） 請求記号・  

資料 ID 
配架場所 

組織図系統図便覧 全上場会社版 2011 上中下巻／ダイヤモンド社 , 

2010.12 
R335 

参考図書

（禁帯） 

日本の企業グループ 2011／東洋経済新報社，2011.2 
R335 

130662604 

参考図書

（禁帯） 

会社職員録  全上場会社版  2011 上下巻／ダイヤモンド社 ,  2010.11     

※未上場会社版もあります 
R335.4 

参考図書

（禁帯） 
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● 会社の歴史（社史）を調べる 

  会社の歴史や社名の変遷を調べる際に有効な資料をご紹介します。 

  まず、会社の歴史を記した「社史」が発行されているかどうかを『会社史総合目録 増補・改定版』（日本経

営史研究所 1996）で調べてみましょう。 

                       <図書館で所蔵している図書（一例）> 

資料情報（書誌情報） 請求記号・  

資料 ID 
配架場所 

日本会社史総覧 上下別巻／東洋経済新報社, 1995.11 
R335.4 

参考図書

（禁帯） 

企業名変遷要覧／結城智里（編）,日外アソシエーツ 2006.1 R335.2 

130500366 

参考図書

（禁帯） 

 

４．逐次刊行物（雑誌・新聞・官報）から情報を得る 

● 千代田図書館所蔵のビジネス雑誌・ビジネス新聞・官報 

千代田図書館所蔵のビジネス雑誌・ビジネス新聞は、ビジネス雑誌コーナーに置いています。 

官報は、調査研究ゾーンの新聞縮刷版の側に置いています。 

  

● 雑誌記事索引データベース 

雑誌の記事を検索するには、雑誌記事索引データベースを活用すると便利です。 

◎「国立国会図書館雑誌記事索引」（NDL-OPAC）インターネット  http://opac.ndl.go.jp/ 

 国内で刊行された約 19,000誌について、雑誌名、記事タイトルなどから検索できます。 

＜雑誌記事検索の一例＞ 

記事情報 

「企業レポート 三菱地所--丸の内頼りから脱却できるか 成長託す"丸の外"戦略の成否」（『ダイヤモン

ド』,4340号, 2010.7.24, p96-101） 

 

● 新聞記事索引データベース 

調べたい会社に関する新聞記事を探すには、新聞記事データベースが便利です。新聞記事をテーマ、キ

ーワード、日付等から検索して全文を読むことができます。 

              ＜千代田図書館で利用できる新聞記事データベース＞ 

データベース 新聞 収録期間 

朝日新聞記事データベース 

（聞蔵Ⅱビジュアル） 
朝日新聞 1879年から 

毎日 Newsパック 毎日新聞 1987年から 

ヨミダス歴史館 読売新聞 1874年から 

日経テレコン 21 

日本経済新聞 

日経産業新聞    

日経流通新聞 

日経金融新聞  

1981年10月から 

1981年10月から 

1985年10月から 

1987年10月から 

 

http://opac.ndl.go.jp/


4 

 

 ● 官報情報検索データベース 

  官報では、会社の決算公告や倒産情報を調べることが出来ます。 

掲載の日付が不明な場合には、会社名や代表名でキーワード検索できるデータベースが便利です。 

◎「官報情報検索データベース」オンラインデータベース（館内接続）  

 ５．その他の情報 

＜Web情報源＞ 

◆有価証券報告書を調べる 

「EDINET」  http://info.edinet-fsa.go.jp/ 

金融庁のホームページ内にあり、最近 5年以内に提出された有価証券報告書が閲覧可能です。 

※ 有価証券報告書・・・有価証券の発行企業が自社の情報を外部に公開するために作成する報告書。  

会社の概要、財務内容、経営指標などが調べられます。 

 

◆決算公告を調べる 

帝国データバンク「インターネット決算公告サービス」http://tdb.jp/lineup/pr/ks_service.html 

 

TKC全国会 「TKC計算書類公開データベース」 http://www.123.tkcnf.or.jp/ 

 

◆倒産情報を調べる 

東京商工リサーチ 「全国企業倒産状況」  http://www.tsr-net.co.jp/news/flash/ 

負債総額 30億円以上の倒産企業および信用変動企業の最新 20社分が掲載されています。 

 

帝国データバンク 「大型倒産速報」  http://www.tdb.co.jp/tosan/jouhou.html 

最新から前月までの負債額 30億円以上の倒産情報を掲載しています。 

 

◆社史を調べる 

神奈川県立川崎図書館 社史室 http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/kawasaki/search/cole.htm 

約 15,000点に及ぶ会社史・経済団体史・労働組合史の特別コレクションを所蔵しています。 

 

渋沢栄一記念財団 社史プロジェクト http://www.shibusawa.or.jp/center/shashi/index.html 

社史索引データベースでは、383社、518 タイトル、617冊の社史を掲載しています。 

会社名、社史名 出版年 会社概要を調べられます。  

 

＜類縁機関＞ 

●(特)東京商工会議所経済資料センター http://www.tokyo-cci.or.jp/library/index.html 

〒100-0005 東京都千代田区丸の内 3-2-2 TEL:03-3283-7690～1  

 

●国立国会図書館 http://www.ndl.go.jp/ 

〒100-8924 東京都千代田区永田町 1-10-1 TEL：03-3581-2331（代表） 

 

作成：千代田区立図書館サービス部門 
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