会社情報を調べる

出典：
『尾張名所図会

前編

巻之一』

会社の所在地、資本金、事業内容などについて調べたい！という時に役立つ資料を、鶴舞中央図書館
所蔵の資料を中心に紹介します。掲載している情報は2022年3月現在所蔵のものです。（注：すべての
年度のもの、最新のものを所蔵しているとは限りません）
：図書

：インターネット

１．日本の会社を調べる
１－１．愛知県・中部地方の会社を調べる
『東商信用録 中部版』 東京商工リサーチ名古屋支社 年刊 ［335］
愛知、岐阜、三重、静岡、長野に事業所を有する約32,000社を県別に金融機関、上場企業、未上場企業
の50音順で掲載しています。内容は、所在地、資本金、従業員数、業績、格付概況などです。
『主要企業要覧 帝国ニュース中部版』 帝国データバンク名古屋支店 不定期刊 ［335］
『帝国データバンク会社年鑑』に掲載されている企業の内、愛知、岐阜、三重、静岡、福井、石川、富
山県の年商10憶円以上の企業などを業種別・50音順に掲載しています。内容は、社名、所在地（市区郡
まで）
、代表者名、業種、従業員数、年商、純利益などです。
『中経企業年鑑』 中部経済新聞社 年刊 ［A33］
（2010年版までの書名『中部年鑑』
、2021年版からサブタイトル「東海4県企業情報」
）
東海４県下に本社を置く上場・非上場企業併せて約2,700社を業態別に分類、その中で50音順に掲載し
ています。内容は、所在地、事業内容、業績、資本金などです。
『工場ガイド愛知』 データフォーラム 不定期刊 ［A50］（2009年で終刊）
愛知県内の製造業関連約27,000事業所を収録しています。内容は、所在地、製造品目、資本金、従業員
規模などです。

１－２．全国の会社を調べる
『帝国データバンク会社年鑑』 帝国データバンク

年刊 ［335］

全国の金融機関および有力・優良企業約14万社を、東日本Ⅰ・Ⅱと西日本Ⅰ・Ⅱの4分冊に収録しています
(2011年までは2分冊）
。最初に金融機関、そのあと都道府県別に50音順で掲載されています。
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内容は、所在地、資本金、従業員数などです。別冊で50音順や業種別の索引もあります。
『CSR 企業総覧』 東洋経済新報社 年刊 ［3351］
主要約1,700社の CSR（企業の社会的責任）データを収録しています。
 各社の CSR 報告書
当館に寄贈された各社・各企業グループの CSR 報告書です。会社案内を兼ねているものもあります。社
名の50音順に配架し、100社以上を所蔵しています。
『会社財務カルテ』 東洋経済新報社 年刊 ［3352］
上場3,700社の有価証券報告書データを掲載しています。
『株価総覧』 東洋経済新報社 年刊 ［3381］
全上場銘柄（上場廃止銘柄含む）約4,000社の長期株価、収益動向、資本異動などを掲載しています。
『会社四季報』 東洋経済新報社 季刊
上場企業約3,800社の最新情報を提供しています。『未上場会社版』
、
『役員四季報』もあります。

１－３．会社の役員、組織を調べる
『会社職員録 全上場会社版』 ダイヤモンド社 年刊 ［335］
（2011年版で休刊）
全上場会社約3,700社の役員、部課長以上の管理職約9万3千人のデータを掲載しています。
『会社職員録 非上場会社版』 ダイヤモンド社 年刊 ［335］
（2010年版で休刊）
非上場会社約10,000社の役員約10万人のデータを掲載しています。
『日本の創業者』 日外アソシエーツ 2010 年 ［3351］
上場企業を中心に、約800社の創業者865人を収録し、会社名の50音順に掲載しています。
『組織図系統図便覧 全上場会社版』 ダイヤモンド社 年刊 ［335］
（2011年版で休刊）
全上場会社約3,700社の組織図、事業所情報を掲載しています。
『日本の企業グループ』

東洋経済新報社 年刊 ［3355］

上場・未上場の親会社約3,000社の関係会社約34,000社の基礎データを掲載しています。連結子会社・
持分法適用会社を収録しています。

１－４．会社のランキングやシェアを調べる
『全国企業あれこれランキング』 帝国データバンク 年刊 ［335］
売上高、売上高営業利益率、自己資本比率などさまざまなランキングを全国、財務、都道府県別、業種
別で収録しています。帝国データバンク会社年鑑の別冊付録です。
『日本マーケットシェア事典』 矢野経済研究所 年刊 ［605］
37業種約100分野の業界動向、約650品目の企業別シェアが掲載されています。
『日経シェア調査』 日本経済新聞出版社 年刊 ［6752］
（2014年で休刊）
世界シェア50品目、国内シェア151品目を掲載しています。
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２．海外に進出している会社、外国、外資系の会社を調べる
『海外進出企業総覧』 東洋経済新報社 年刊 ［335］
国別編では、進出国・地域別に日系33,000社を、会社別編では、日本の有力企業5,300社が展開する海
外現地法人32,500社、支店・事務所2,900拠点を収録しています。
『中国進出企業一覧』 蒼蒼社 隔年刊 ［3353］（2018-2019年版で書籍としての販売は終了）
上場会社篇では、日本法人およびその子会社の在中現地法人約6,200社他、非上場会社篇では上場会社
篇で対象以外の約4,800社の在中現地法人の基本データを収録しています。
『外資系企業総覧』 東洋経済新報社 年刊 ［3354］
外資系企業3,000社以上の事業内容、外資比率、資本金などのデータを収録しています。内容は、
所在地、資本金、特色などです。
『中国株二季報』 DZH フィナンシャルリサーチ

半年刊 ［3381］

中国840前後の銘柄を掲載しています。内容は、株価推移、最新動向、業績などです。
『日本企業のアジア進出総覧』 重化学工業通信社 年刊 ［3389］
アジア産業専門誌『アジア・マーケットレビュー』に掲載された日本企業のアジア投資案件を、国別、
業種別に収録しています。
『一目でわかる中国進出企業地図』 不定期刊 蒼蒼社 ［3389］（2017-2018年版で休刊）
日本企業の中国進出状況や、約180品目の国産ブランド価値・外国ブランド価値の実力とそのランキ
ングを総合的に検証しています。
『ASEAN 企業地図』 翔泳社 2019年 ［3352］
ASEAN7 か国と香港の企業情報及び業界マップを掲載しています。

３．業界の動向を調べる
『業種別審査事典』 金融財政事情研究会 隔４年刊 ［3385］
約1500業種を収録し、業種の理解や業界の動向、金融機関の融資・審査・取引推進上のポイント、業界
団体などを掲載しています。
『業種別業界情報』 経営情報出版社 年刊 ［3352］
350業種の業界動向、マーケットデータ、業界の特性、今後の課題や将来性などを掲載しています。
『会社四季報 業界地図』 東洋経済新報社 年刊 ［6021］
150以上の業界について、業界規模や勢力関係などを掲載しています。
『TDB REPORT 業界動向』 帝国データバンク 半年刊 ［6021］
100業界別に、業界の概要・動向・展望、統計データなどが掲載されています。
『日経業界地図』 日本経済新聞出版社 年刊 ［6021］
主要な約180業界4,300企業グループの動向を掲載しています。
『商業施設計画総覧』 産業タイムズ社 年刊 ［6738］
主要19業界約約200社の企業戦略や全国の出店計画などを掲載しています。
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４．社史を調べる
『日本会社史総覧』 東洋経済新報社 1995年 ［6703］
有力会社3000余社の創業・設立から現在に至るまでの歴史が叙述されています。
『会社史総合目録』 日本経営史研究所 1996年 ［33548］
明治以降日本で発刊された会社史約8,800点、経済団体史約1,400点を収録しています
『国立国会図書館所蔵社史・経済団体史目録』 国立国会図書館 1986年 ［33548］
会社史・経済関係団体史・特殊法人史を対象に、国立国会図書館が明治以降昭和60年8月までに収集し
た資料を収録しています。
『主要企業の系譜図』 雄松堂出版 1986年 ［33548］
1984年9月現在の全上場約1000社のほか生命保険業20社、非上場60社をふくむ1,100社の系譜図が収
録されています。
『本邦銀行変遷史』 東京銀行協会銀行図書館 1998年 ［3382］
約6,000行の設立から合併あるいは解散に至るまでの変遷を一覧できます。
『企業名変遷要覧』 日外アソシエーツ 2006年・2015年 ［3352］
国内主要企業の設立から現在に至る社名の変遷を一覧できます。1巻には約4,300社、２巻には約3,200
社収録されています。
名古屋市図書館所蔵の社史を探すには
社史の書名には会社名が必ず入っているとは限りません。図書館にある蔵書検索機や図書館のホーム
ページの蔵書検索で社史を探すときに、
「書名」に会社名を入れてヒットしなかった場合は、検索対象を「出
版者」や「件名」に変えてみましょう。また図書館で所蔵している社史の一覧を見たいときには、
「件名」
に“社史”と入力すると、すべてではありませんが一覧を見ることができます。

５．業種別に調べる
●情報
『IT ソリューション企業総覧』 日刊工業新聞社 年刊 ［0073］
（2019年版で休刊）
『Web 制作会社年鑑』 マイナビ出版 年刊 ［0073］
『情報処理・ソフトウェア会社録』 日本ブレーンシィ産業研究所 年刊 ［0073］
（2014年版で休刊）
『WEB プロダクション年鑑』 アルファ企画 年刊 ［5474］
●出版・教育
『日本の出版社・書店』 出版ニュース社 隔年刊 ［023］（2018-19年版で休刊）
『出版年鑑』 出版ニュース社 年刊 ［025］
（2018年版で休刊）
『日本マスコミ総覧』 文化通信社 隔年刊 ［070］（2017-18 年版で休刊）
『マスコミ電話帳』 宣伝会議 年刊 ［694］
『学習塾白書』 全国私塾情報センター 年刊 ［3768］
●金融・保険
『日本金融名鑑』 日本金融通信社 年刊 ［338］
『不動産金融プレーヤーズ名鑑』 綜合ユニコム 年刊 ［3386］（2016年版で休刊）
『全国信用金庫名鑑』 金融図書コンサルタント社

年刊 ［3387］

『全国信用組合名簿』 金融図書コンサルタント社

年刊 ［3387］
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『インシュアランス生命保険統計号』 保険研究所

年刊 ［3394］

『インシュアランス損害保険統計号』 保険研究所

年刊 ［3395］

●医療
『病院年鑑 中部版』 アールアンドディ 年刊 ［4981］
『ドラッグストア名鑑』 日本ホームセンター研究所 年刊 ［499］
『医薬品企業総覧』 じほう 年刊 ［499］
（2017年版で休刊）
『日本医薬品企業要覧 製薬業編／卸業編』 ドラッグマガジン 年刊 ［499］
『製薬企業の実態と中期展望』 国際商業出版 年刊 ［499］
●建設・建築・環境
『全国新工場・プラント計画』 重化学工業通信社

年刊 ［5096］

『建設コンサルタント名鑑』 建設工業調査会 不定期刊 ［510］
『コンクリート製品・企業便覧』 セメント新聞社

年刊 ［511］
（2017年版で休刊）

『建設資材・工法年鑑』 経済調査会 年刊 ［511］
『水道年鑑』 水道産業新聞社 年刊 ［5181］
『下水道年鑑』 水道産業新聞社 年刊 ［5182］
『全国産廃処分業中間処理・最終処分企業名鑑・名覧』 日報出版 不定期刊 ［519］
『環境ソリューション企業総覧』 日刊工業新聞社

年刊 ［519］

『廃棄物年鑑』 環境産業新聞社 年刊 ［519］
『左官総覧』 工文社 年刊 ［525］
『防水総覧』 新樹社 年刊 ［525］
『リフォーム＆リニューアル年鑑』 テツアドー出版 年刊 ［527］
『専攻建築士名簿愛知県版 2014－2018』 愛知建築士会 2014年 ［A52］
●特許
『特許事務所年鑑』 アップロード 年刊 ［5072］
（2014年版で休刊）
●自動車・機械・電子工業
『自動車年鑑』 日刊自動車新聞社 年刊 ［537］
『自動車年鑑別冊 The List』 日刊自動車新聞社

年刊 ［537］

『自動車リサイクル部品名鑑』 日刊自動車新聞社

隔年刊 ［537］

『日本の自動車部品工業』 自動車情報センター 年刊 ［537］
『タイヤ年鑑』 RK 通信社 年刊 ［537］
『ロボット産業最前線』 産業タイムズ社 年刊 ［5483］
『電子デバイス産業会社録』 産業タイムズ社 2017年 ［549］
『電子機器年鑑』 中日社 年刊 ［549］
『一般電子部品メーカーハンドブック』 産業タイムズ社 年刊 ［549］
『ミニマルファブハンドブック』 産業タイムズ社 2013年 ［5498］
『パワーデバイスハンドブック』 産業タイムズ社 2014年 ［5498］
『プリント回路メーカー総覧』 産業タイムズ社 年刊 ［5473］
●エネルギー・電気・電池
『再生可能エネルギー・エネルギー有効利用企業便覧』 Ｓ＆Ｔ出版 2013年 ［5016］
『水素エネルギー企業ハンドブック』 産業タイムズ社 2016年 ［5016］
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『太陽光発電産業総覧』 産業タイムズ社 ［549］
（2015年版で休刊）
『燃料電池年鑑』 デジタルリサーチ 不定期刊 ［572］
●化学工業
『鉄鋼年鑑』 鉄鋼新聞社 年刊 ［564］
『全国溶接銘鑑』 産報出版 年刊 ［566］
『石油産業会社要覧』 石油春秋社 年刊 ［568］
（2012年版で休刊）
『化学工業会社録』 化学工業日報社 年刊 ［570］
『ケミカルビジネス情報 MAP』 化学工業日報社 年刊 ［570］
『セメント年鑑』 セメント新聞社 年刊 ［573］
『ソーダ工業ガイドブック』 日本ソーダ工業会 年刊 ［574］
『日本の石油化学工業』 重化学工業通信社 年刊 ［575］
『粧界ハンドブック』 週刊粧業 年刊 ［576］
『香料名鑑』 香料産業新聞社 隔年刊 ［576］
『塗料年鑑』 塗料報知新聞社 年刊 ［576］
『全国日用品・化粧品業界名鑑』 石鹸新報社 年刊 ［576］
『日用品・化粧品・生活用品ダイジェスト』 日用品化粧品新聞社 年刊 ［576］
『ゴム年鑑』 ポスティコーポレーション 年刊 ［578］
『接着剤総覧』 新樹社 年刊 ［579］
●製造業
『生活産業企業名鑑』 家庭日用品新聞社 年刊 ［580］
（2011年版で休刊）
『家具年鑑』 家具新聞社 隔年刊 ［583］
（2015年版で休刊）
『家具企業便覧』 家具新聞社出版部 隔年刊 ［583］（2015年版で休刊）
『家具インテリアビジネスガイド』 新聞製作センター家具新聞 年刊 ［583］
（2014年版で休刊）
『紙パルプ企業・工場データブック』 テックタイムス 隔年刊 ［585］
『タイムスデータブック

紙パルプ流通・原料・機械・資材・薬品編』 テックタイムス

隔年刊 ［585］

『全国繊維企業要覧』 信用交換所大阪本社 年刊 ［586］
『繊維ハンドブック』 日本化学繊維協会資料頒布会 年刊 ［586］
『シューズブック』 ポスティコーポレーションシューズポスト事業部 年刊 ［5892］
『ファッション企業・ブランドガイド』 繊研新聞社 年刊 ［5892］
（2015/16年版で休刊）
『文具・紙製品・事務機年鑑』 オフマガＮＥＸＴ

年刊 ［5897］

『プリント・ソリューション 印刷機材総覧』 印刷出版研究所 年刊 ［749］
●農業
『都道府県農業協同組合名鑑』 日本農業新聞 年刊 ［6116］
●食品
『冷凍食品業界要覧』 水産タイムズ社 年刊 ［588］
『冷凍食品年鑑』 冷凍食品新聞社 年刊 ［588］
『食品メーカー総覧』 日本食糧新聞社 隔年刊 ［588］
『食糧年鑑 食品界総合名簿』 日本食糧新聞社 年刊 ［588］
『食品工業総合名鑑』 光琳 不定期刊 ［588］
『全国エリア別健康自然食品事業者一覧』 山の下出版 年刊 ［588］
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『健康志向食品市場動向』 山の下出版 年刊 ［588］
『酒類食品企業とグループ

DATAFILE』 日刊経済通信社 不定期刊 ［588］

『全国酒類製造名鑑』 醸界タイムス社 年刊 ［5885］
『日本の食品工業』 日本立地ニュース社 年刊 ［588］
『会社要覧 ハム・ソー食肉業界編』 食品経済社

年刊 ［648］

『蒲鉾年鑑』 食品経済社 年刊 ［667］
『全国食品流通総覧』 日本食糧新聞社 隔年刊 ［6735］
『オーガニック電話帳』 オーガニックヴィレッジジャパン 隔年刊 ［6737］
『給食事業者名鑑 全国版』 富士・リサーチセンター 不定期刊 ［6739］
『外食企業年鑑』 外食産業新聞社 年刊 ［6739］
『外食上場企業総覧』 フードビジネス総合研究所

年刊 ［6739］

『日本の外食チェーン 50』 フードビジネス総合研究所 年刊 ［6739］
『ジェフ年鑑』 日本フードサービス協会 年刊 ［6739］
『全国卸売市場総覧』 食品流通構造改善促進機構

不定期刊 ［675］

『食品流通実勢マップ 総合編／地域編』 日本食糧新聞社 隔年刊 ［675］
●商業
『家電流通データ総覧』 リック 年刊 ［545］
（2013年版で休刊）
『映像プロダクション年鑑』 映像新聞社 年刊 ［5478］（2016年版で休刊）
『主要農機商工業信用録』 新農林社 年刊 ［614］
『ペットビジネスハンドブック』 産経広報社 年刊 ［6456］
『通信販売年鑑』 宏文出版 年刊 ［673］
『ホームセンター名鑑』 日本ホームセンター研究所 年刊 ［6737］
『全国大型小売店総覧』 東洋経済新報社 年刊 ［6738］
『日本スーパー名鑑』 商業界 年刊 ［6738］
『百貨店調査年鑑』 ストアーズ社 年刊 ［6738］
『セキュリティナビ』 日本実務出版 年刊 ［6739］
『広告・マーケティング会社年鑑』 宣伝会議 年刊 ［674］
『商業施設計画総覧』 産業タイムズ社 年刊 ［6738］
『スーパーマーケット総覧』 東洋経済新報社 年刊 ［6738］（2015年版で休刊）
●交通・物流
『日本の物流事業』 輸送経済新聞社 年刊 ［680］
『物流総覧』 カーゴ・ジャパンカーゴニュース編集局 年刊 ［680］
『海運・造船会社要覧』 海事プレス社 年刊 ［683］
『船の便覧 法人編』 内航ジャーナル 年刊 ［683］
『観光バス業者名簿』 旅行出版社 年刊 ［685］
『全国ハイヤータクシー名鑑』 東京交通新聞社 隔年刊 ［685］
『エアライン年鑑』 イカロス出版 隔年刊 ［687］
『旅行業者名簿』 旅行出版社 年刊 ［6896］
●通信
『ケーブル年鑑』 サテマガ・ビー・アイ 年刊 ［699］
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『日本民間放送年鑑』 コーケン出版 年刊 ［6993］

６．インターネットで調べる
インターネット上で、無料で企業情報を見ることができるサイトを紹介します。
「TDB 企業サーチ」 帝国データバンク
（http://www.tdb.co.jp/service/u/1000.jsp）
企業名などから、住所や業種を見ることができます。詳細情報は有料です。
「ザ･ビジネスモール」 ザ･ビジネスモール事務局
（http://www.b-mall.ne.jp）
全国の商工会議所が協同運営する企業情報サイトです。会員企業の事業所概要を見ることができます。
「CSR 図書館.net」 株式会社ブレインズ・ネットワーク
（http://www.csr-toshokan.net）
各社が発行する CSR 報告書、社会環境報告書などを閲覧することができます。
「KOMPASS」
（http:// kompass.com/）
世界5,900万社の企業情報を検索することができます｡無料検索では閲覧可能企業に制限があります｡
「BtoB プラットフォーム

業界チャネル」

（http://b2b-ch.infomat.co.jp）
全国約400万社の企業情報（事業内容、資本金、従業員数など）を検索することができます。
「i タウンページ」
（http://itp.ne.jp）
日本全国の店舗・施設・会社の住所・電話番号等の情報を検索できます。

７．データベースで調べる
「日経テレコン21」
（鶴舞中央図書館2階データベースコーナーにて利用可）
日経各紙の記事検索や人物の経歴・プロフィール等を検索することができます。

作成：名古屋市図書館（2022年3月改訂）
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