
 
 

 

 

 

 

 
 
 
▶ 就職・転職活動のための業界・企業研究に… 
▶ マーケティングや事業計画の企画・立案のための情報収集に… 
▶ 取引先企業の状況把握に…     ▶ 経営方針決定のための判断材料の収集に… 
上記のようなビジネスシーンで役に立つ、業界動向・企業情報の調べ方をご紹介します。 
 
 
 

 産業全般にわたる業界動向・企業情報を調べるための資料には、以下のようなものがあります。 

書名 収録数 特徴 

○業界地図 業界動向について、図やグラフを用いて視覚的にわかりやすく紹介している資料です。 

『日経業界地図』 
（日本経済新聞社） 

約 180業界 大手企業間の提携・出資関係やチェックポイントな
どを図説している。どちらも作りが類似しているが、
『日経業界地図』には業界の基礎知識と最近の動向
についての解説もある。 

『会社四季報業界地図』 
（東洋経済新報社） 

約 160業界 

○業界研究シリーズ １業界の情報を１冊にまとめたもので、入門書として読むのに適しています。 

「図解入門業界研究シリーズ」 （書名は「○○
業界の動向とカラクリがよ～くわかる本」） 

（秀和システム） 

業界の現状・各社の経営戦略・業務内容・課題等、
基本的な知識から、税務・法務等の専門的な分野ま
でわかりやすく解説されている。 

「最新データで読む産業と会社研究シリーズ」
（産学社） 

業界で働く人達の体験エピソードや大手各社の採用
担当からのメッセージが掲載されている。 

○総合的な資料 情報量が多く、網羅性に優れています。 

『業種別審査事典』 
（金融財政事情研究会） 

約 1400業種 金融機関が融資・審査のための参考とするために編
集されたもの。４年ごとに刊行。取り扱う業種の多
さに優れている。 

『業種別業界情報』 
（経営情報出版社） 

約 350業種 業界の概要を一目で知ることができる、すっきりと
したレイアウトが特徴。 

『ＴＤＢ業界動向』 
（帝国データバンク） 

約 100業種 
約 3500社 

各業界の前年からの主な出来事を月ごとにまとめて
いる。図表などの視覚的な情報が多い。 

『東商信用録』 
（東京商工リサーチ） 

約 27万社 全国を８ブロックに分けて刊行。収録企業数は最多
で、掲載項目も多く、内容が充実している。 

『帝国データバンク会社年鑑』 
（帝国データバンク） 

約 1300業種 
約 14万社 

業種別にも検索でき、企業の基本情報を知ることが
できる。 

『会社四季報』 
（東洋経済新報社） 

約 500業種 
約１万社 

企業研究にも株式の情報収集にも利用できる。 

『会社四季報 未上場会社版』 
（東洋経済新報社） 

約 7000社 入手困難な未上場企業の情報を収録。 
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中央図書館では、１でご紹介した資料のほか、詳細な情報を収録した業界別の年鑑や最新の情報を得ることができる業界雑誌・新聞を多数所蔵しています。 
業界別・情報別に、どのような資料があるのかを一覧にしました。ここでご紹介しているのはごく一部で、図書館では様々な業界の資料を揃えています。ぜひ 

                          ご活用ください。 

 

業界 
図 書 雑 誌 新 聞 

書名 内容 誌名 業界動向・企業情報関連記事 

情報・通信 『IT白書』       （日本ビジネス開発） 
新興市場上場 IT企業一覧、大手の IT企業の戦略
ポイントなど。 

「日経コンピュータ」（日経 BP社） 「顧客満足度調査」（８～９月頃の号） 「電波新聞」           （電波新聞社） 

金融・保険 『日本金融名鑑』   （日本金融通信社） 
『ニッキン資料年報』（日本金融通信社） 

役員略歴、組織などを網羅した金融界の百科事典
と金融機関の経営データを集大成した資料集。 

「月刊金融ジャーナル」 
（金融ジャーナル社） 

「全国銀行の決算比較」などのランキングページ
（毎号） 

「日本証券新聞」       （日本証券新聞社） 
「日経ヴェリタス」     （日本経済新聞社） 

福祉・医療 『日本医薬品企業要覧』 
（ドラッグマガジン） 

「製薬業編」と「卸業編」の２冊。各企業の業績、
役員一覧、事業所など。 

「シニアビジネスマーケット」 
（綜合ユニコム） 

「DATA FILE」で有料老人ホームの施設数ランキ
ングなどのデータ（毎号） 

「週刊福祉新聞」       （福祉新聞） 

エネルギー・
環境 

『環境ビジネス白書』 
（日本ビジネス開発） 

分野別の最新ビジネス事例、市場・ビジネスデー
タなど。 

「Business i ENECO」 
（日本工業新聞社） 

「産業と環境」   （産業と環境） 
 

「○年度エネルギー展望」（３月号） 
 
「スマートビジネスと省エネの最新動向」など、
定期的に分野別の動向を特集。 

「環境新聞」           （環境新聞社） 
「電気新聞」           （日本電気協会新聞部） 
「燃料油脂新聞」       （燃料油脂新聞社） 

建設・住宅 『建設業ハンドブック』 
（日本建設業連合会） 

主要指標の推移、建設市場の現状などをグラフや
表で掲載。 

「日経アーキテクチュア」（日経ＢＰ社） 
「日経ホームビルダー」（日経ＢＰ社） 

「経営動向調査」（９月の第２週刊行号） 
「採用したい建材・設備メーカーランキング」（12
月号） 

「日刊建設工業新聞」   （日刊建設工業新聞社） 
「建通新聞神奈川」     （建通新聞社） 
「住宅新報」           （住宅新報社） 

機械・ 
電子・ 
電機 

『自動車年鑑』  （日刊自動車新聞社） 
『電子機器年鑑』 （中日社） 

国内・海外メーカーの動向、統計など。 
電子機器産業の現況と展望、機器別の各論。 

「日経エレクトロニクス」（日経ＢＰ社） 「New Products Digest新製品ダイジェスト」 
（毎号） 

「日刊自動車新聞」     （日刊自動車新聞社） 
「電波新聞」           （電波新聞社） 
 

鉄鋼・金属 『鉄鋼年鑑』     （鉄鋼新聞社） 
分野ごとの年間動向、約 450 社の会社・団体の
現況、年表など。 

  「日刊鉄鋼新聞」       （鉄鋼新聞社） 

化学工業 『化学工業会社録』（化学工業日報社） 
約 6,000 社の概要、製造品目、生産状況、取引
銀行など。 

「化学経済」      （化学工業日報社） 「化学企業の○年度決算」（６月号） 「化学工業日報」       （化学工業日報社） 

食品 『食糧年鑑』     （日本食糧新聞社） 
約 60,000社を掲載する「総合名簿編」と「業界
動向・資料統計編」の２冊。 

「酒類食品統計月報」（日刊経済通信社） 
 
「油脂」           （幸書房） 

「酒類・食品メーカー250 社の業績ランキング」
（10月号） 
「特集・食用加工油脂」（12月号） 

「日本食糧新聞」       （日本食糧新聞社） 

製造業 

『全国日用品・化粧品業界名鑑』 
（石鹸新聞社） 

『ファッション企業・ブランドガイド』 
（繊研新聞社） 

各企業の概要、製造・営業・サービス拠点、取扱
品目などを掲載。都道府県順。 
約 1,500社、5,000ブランドを収録。市場動向、
ランキングデータもあり。 

「国際商業」       （国際商業出版） 
 
「油脂」           （幸書房） 

「化粧品・日用品市場○カテゴリーのシェア攻防
戦（６月号） 
「特集・化粧品原料」（８月号） 

「繊研新聞」           （繊研新聞社） 

農林・水産 『アグロトレードハンドブック』 
（日本貿易振興機構） 

日本の農林水産物・食品貿易の動向、統計、関連
団体・組合リストなど 

  「日本農業新聞」       （日本農業新聞） 

流通・小売 『日経MJトレンド情報源』 
（日本経済新聞出版社） 

小売業、専門店、卸売業、飲食業、コンビニエン
スストア、サービス業、百貨店調査のランキング
データを収録。 

「月刊ストアーズレポート」 
（ストアーズ社） 

「全国大型小売業現況レポート」（６月号） 「日経流通新聞（ＭＪ）」 （日本経済新聞社） 

サービス 『サービス産業動向調査年報』 
（日本統計協会） 

業種別の売上高、事業従事者数、需要の状況など。 
「商業界」          （商業界） 巻頭特集のほかに実務特集あり（毎号） 「日経流通新聞（ＭＪ）」 （日本経済新聞社） 

「セキュリティ産業新聞」（セキュリティ産業新聞社） 

運輸・物流 『物流総覧』     （カーゴニュース） 
主要物流企業及び荷主企業のデータ、物流基礎デ
ータなど。 

「運輸と経済」      （運輸調査局） 「海外トピックス」（毎号） 「交通新聞」           （交通新聞社） 
「内航海運新聞」       （内航新聞社） 

レジャー
産業 『レジャー白書』 （日本生産性本部） 

余暇関連産業・市場の動向、余暇関連基礎データ
など。 

「レジャー産業資料」 （綜合ユニコム） 「レジャー施設 集客ランキング」（８月号） 「観光経済新聞」       （観光経済新聞社） 

総合的なビジネス雑誌、新聞 
「週刊東洋経済」（東洋経済新報社）、「週刊ダイヤモンド」（ダイヤモンド社）、 
「週刊エコノミスト」（毎日新聞社）、「日経ビジネス」（日経 BP社）、 
「プレジデント」（プレジデント社） 

「日経産業新聞」       （日本経済新聞社） 
「日刊工業新聞」       （日刊工業新聞社） 

２ 業界別の動向・企業情報を調べる 
 

※ 業界の分類は、日本標準産業分類などを参考に分類し、おおよそ図書館の分類番号順に並べています。 
※ 紹介している資料は、４階フロアにあります。場所の詳細については、蔵書検索で確認するか、カウンターでお尋ねください。 
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 中央図書館４階ビジネス資料コーナーには、１、２でご紹介した資料のほかにも多くの資料が
揃っています。ぜひご活用ください。 
▶ 会社年鑑や業界市場動向資料など：約 1700冊 
▶ 政府等の公的な統計、民間の統計、白書及び世論調査・アンケート資料など：約 8000冊 
▶ 社史：約 250冊 

 オンラインデータベースは、最新の情報をキーワード検索などで手軽に入手できる便利なツール
です。中央図書館３階ＰＣリサーチコーナーでは、新聞記事検索など８種類のオンラインデータベ
ースを提供しています。業界・企業情報が得られるものとしては、日本経済新聞社が提供する「日
経テレコン」があり、日経四紙の記事ほか、次のようなビジネス情報を得ることができます。 
 

メニュー 内容 
企業検索 日経会社プロフィル 上場企業をはじめ全国主要約 22,000 社の情

報を収録。基礎情報（本社所在地、資本金、
売上高、従業員数など）、沿革、事業内容、財
務諸表、役員、取引先、株主構成、労務情報
などの最新データを収録。 

企業決算 上場、ジャスダックの一般事業会社の主要貸
借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計
算書などの最新３決算期分のデータを収録。 

人事検索 日経WHO’S WHO 日本経済新聞デジタルメディアが独自に調
査・収集した人事データを約 30万件収録。姓
名や勤務先名による検索のほか、出身地、出
身校などの条件検索も可能。 

データ＆ランキング 調査ランキング 日経各紙などに掲載されたランキング、調査
の閲覧が可能。金融、流通・小売、サービス
業、消費・トレンドなど、ジャンル別の絞り
込みも可能。 

マクロ経済統計 
 

GDP や為替相場、国際収支といったマクロ経
済の指標を表で見ることができる。 

地域経済・都市データ 
 

都道府県や市町村ごとに、地域の特性（面積・
人口・世帯など）、地方自治体財政指標のデー
タを提供。 

POSランキング 
 

加工食品、生活雑貨、デジタル家電などにつ
いて、店頭での売上実績を集計した POS情報
を提供。 

 

 
中央図書館では、みなさまの調査研究・問題解決のお手伝いをしています。 

お気軽に各階カウンター・電話・Ｅメールにてお問い合わせください。 

 電話045(262)0050 Web（http://www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/library/chosa/referance.html）  

３ ビジネス資料コーナーを活用する 
 

４ オンラインデータベースで調べる 
 

検索した企業や人物
に関連する新聞記事
もあわせて紹介され
るのは、新聞社のデ
ータベースならでは 
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