長崎市立図書館 パスファインダー
2017 年 3 月作成

「企業情報」を調べる

パスファインダーとは、あるテーマに関する本や情報を効率よく
探すための手順を簡単にまとめたものです。
図書館に所蔵している本、インターネットや商用データベースの
ご案内などを掲載しています。
調べものをする際などに、ぜひご活用ください。

長崎市立図書館
〒850-0032

長崎市興善町 1-1

電話：０９５－８２９－４９４６
F A X：０９５－８２９－４９４８
http://lib.city.nagasaki.nagasaki.jp/

１．はじめに
① 検索のための“キーワード”を決める
求める情報にたどりつくためには、調べるための手がかりとなる“キーワード”が必要で
す。調べたいテーマに結びつく色々なキーワードをもとに検索すると、必要な情報を絞り
込むことができます。
例：企業情報 名簿 年鑑

名鑑 会社録 海外進出 外資系企業 上場・非上場企業

② 経済・ビジネス用語を調べる
企業情報を調べる中で、意味がわからない経済・ビジネス用語があった場合に役立つ本を
ご紹介します。
本の情報

場所

『有斐閣経済辞典 第 5 版』
金森 久雄／編

荒 憲治郎／編

森口 親司／編

有斐閣 2013
『イラストでわかる経済用語事典

ビジネスパーソン

2階
参考資料

請求記号
R330.3/ユ

2階

が知っておくべき経済の基礎知識』

ビジネス

水野 俊哉／著 宝島社 2016

コーナー

J330/ミ

２．総合的な企業名鑑を使って調べる
長崎市立図書館に所蔵のある総合的な企業名鑑をご紹介します。各企業の事業内容、資本金
や売上高などの財務情報を調べる際に役立ちます。
本の情報

場所

請求記号

『東商信用録 九州版 平成 28 年版』
東京商工リサーチ福岡支社 2016

R335/ト

※九州・沖縄 8 県の約 2 万 8 千社の企業情報を掲載。
『東経会社要覧 平成 27 年版』
東京経済 2015 （全 4 巻＋索引）
※九州・沖縄 8 県の約 3 万社の企業情報を掲載。

2階
参考資料

R335/ト

『帝国データバンク会社年鑑 96 版(2016)』
帝国データバンク 2015 （全 4 巻＋索引）

R335/テ

※全国の有力・優良企業約 14 万社の企業情報を掲載。
『会社四季報』
東洋経済新報社 （年 4 回刊行）

J338.1/カ

※全上場企業の情報を掲載。
『会社四季報 未上場会社版』

2階

東洋経済新報社 （年 2 回刊行）

ビジネス

※未上場企業の中から、有望企業を選択して掲載。

コーナー

J338.1/カ

『日経会社情報』
日本経済新聞社 （年 4 回刊行）
※全上場企業の情報を掲載。

J338.1/ニ

３．特定分野の名簿・年鑑などを使って調べる
業種、業界ごとの名簿や年鑑には、総合的な企業名鑑よりも詳しい企業情報が掲載されて
いる場合があります。どのような名簿・年鑑が発行されているのか調べる際に役立つホーム
ページをご紹介します。
○国立国会図書館「企業・団体リスト情報」
（2017 年 3 月現在）
U R L：http://rnavi.ndl.go.jp/kigyo/
経済、社会、教育分野の企業・団体等のリストが掲載されている国立国会図書館所蔵の本
の情報を調べることができる。キーワードや分類から検索可能。
また、長崎市立図書館の中にある資料検索機[OPAC]やホームページの「資料の検索」から、
「○○（分野名）
」と「名簿」
・
「年鑑」などをキーワードに検索すると、求める分野の企業名
簿や企業情報が掲載された年鑑類がヒットすることがあります。
以下に、長崎市立図書館所蔵の本の一部をご紹介します。
本の情報

場所

『全国信用組合名簿 平成 29 年版』

R338.7/ゼ

金融図書コンサルタント社 2016
『医薬品企業総覧 2017』
医薬情報研究所／制作･編集

R499/イ

じほう 2016

『化学工業会社録 2017 年版』
化学工業日報社 2016
『食品産業年鑑 2016』

2階
参考資料

食品産業新聞社 2016
『日本スーパー名鑑』

R570.3/カ
R588/シ
R673.8/ニ

商業界 2016 （全 5 巻＋索引）
『海運･造船会社要覧

請求記号

2017』

R683/カ

日刊海事通信社 2016

４．外資系企業・海外進出企業について調べる
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役立つ本をご紹介します。
本の情報

場所

『外資系企業総覧 2016』

請求記号
R335/ガ

東洋経済新報社 2016
『海外進出企業総覧 2016』
東洋経済新報社 2016
※国別編・会社別編あり。
『中国進出企業一覧

2016-2017 年版上場会社篇』

21 世紀中国総研／編 蒼蒼社 2016
『中国進出企業一覧

2016-2017 年版非上場会社篇』

21 世紀中国総研／編 蒼蒼社 2016

2階

R335.5/カ

参考資料
R335.3/チ
R335.3/チ

５．商用データベースを使って調べる
長崎市立図書館 2 階のパソコンコーナーでは、図書館が契約している商用データベースを
無料でご利用いただけます。ご利用の際は、2 階カウンターへお申し出ください。
データベース名

内容

場所

●企業検索
上場企業をはじめ全国の主要企業の
基礎情報（設立年月日、所在地、資本
金、売上高など）や財務・業績情報（貸
日経テレコン 21

借対照表、損益計算書、業績推移など）
を調べることが可能。
●記事検索

2階
データベース用
パソコンコーナー

日本経済新聞、日経産業新聞、日経 MJ
（流通新聞）などに掲載された記事を、
日付やキーワードなどから検索・閲覧
することが可能。
※上記以外にも、ビジネス関連の情報や新聞記事、法律や判例などを検索することができるデータ
ベースもあります。データベースの情報は、1 枚 10 円（A4 サイズ・白黒）でプリントアウト
が可能です。

６．インターネットを使って調べる
テーマに関連する機関のホームページをご紹介します。

（2017 年 3 月現在）

①「ザ・ビジネスモール」
U R L：http://www.b-mall.ne.jp
全国の商工会議所などが共同運営する企業情報サイト。企業名や業種、地域などから企業
情報を検索することができる。
② 公益財団法人 長崎県産業振興財団「よかネット長崎 県内企業検索」
U R L：https://www.joho-nagasaki.or.jp/bd_search/
長崎県内の企業情報を調べることができる。地域と業種から検索することが可能。

７．レファレンスサービス（調べもの相談）について
2 階レファレンスカウンターでは、図書館の資料や
データベースなどを使って、みなさまの調べものの
お手伝いをいたします。

「調べていることがどの本に載っているかわからない」
「本の探し方を教えてほしい」など、お気軽にご相談
ください。
※ご質問の内容によっては、お答えできない場合も
ございます。あらかじめご了承ください。

