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企業・業界情報

①企業情報 編

<企業情報>
『役員四季報』

東洋経済新報社

年刊

雑誌 ビジネス

東洋経済新報社

年2回

雑誌 ビジネス

年刊

R/281.03/5036/ ビジネス

全上場会社の役員人事データを収録。

『会社四季報 未上場会社版』

未上場会社の中から、全国の有力・成長企業約7,000社を収録。
『会社職員録 全上場会社版』

ダイヤモンド社

全上場企業3,674社の会社情報や、10万人分の役員、管理職の人事情報を収録。『ダイヤモンド会社
職員録 全上場会社版』の改題。2011年以降休刊。
『会社職員録 非上場会社版』

ダイヤモンド社

年刊

R/281.03/5020/ ビジネス

有力非上場会社10,000社の役員・管理職10万人を掲載。『ダイヤモンド会社職員録 全店頭登録・非
上場会社版』の改題。2010年以降休刊。
『TSR企業情報ファイル CD・Eyes 50』

東京商工リサーチ

半年刊

CD-ROM。全国約50万社の企業情報を収録。「営業種目」「資本金」等多彩な項目で検索が可能。経
営概況も掲載。

『全国企業あれこれランキング』

帝国データバンク

年刊

DR/335.0/5048/〇-4 ビ
ジネス

『帝国データバンク会社年鑑』付録。売上高、法人申告所得、都道府県別、業種別などのランキング、
上位100社の掲載あり。
『東商信用録』

東京商工リサーチ

年刊

関東版：DR/335.0/5041/
ビジネス

全国を関東版等8ブロック全10巻にまとめ､優良･有力企業27万社余の情報を収録する会社録。経営
状況に対する格付（A,B,C)およびその概況を掲載。

『帝国データバンク会社年鑑』

帝国データバンク

年刊

DR/335.0/5048/ ビジネス

東日本、西日本各2冊と別冊索引。全国の金融機関および有力・優良企業約14万社を収録。付録に『
全国企業あれこれランキング』あり。
『大株主総覧』

東洋経済新報社

年刊

DR/335.0/5471/ ビジネス

『会社四季報』に掲載された全上場会社の大株主状況を、最大上位30位まで収録。
『CSR企業総覧』

東洋経済新報社

年刊

R/335.1/5280/ ビジネス

有力・先進企業約1,400社のCSR（企業の社会的責任）基本対応、ガバナンス、雇用・人材活用、消費
者・取引先対応、環境の各項目に関するデータを収録。
『全国企業倒産白書』

東京商工リサーチ

年刊

D/335.2/5439/ ビジネス

倒産件数年次推移、業種別倒産動向、上場企業の倒産、中小企業の倒産などの各種データ。大型
倒産事例では、個別の企業を取り上げて解説。

『企業名変遷要覧』

日外アソシエーツ

単

R/335.2/5238/2 ビジネス

全2巻。企業の設立から現在にいたる社名変遷が一覧できる要覧。2015年刊行の第2巻は、2006年以
降の新規上場を含む、商号・社名変更など変遷のあった国内主要企業3,169社を収録。「業種別一覧
」「社名索引」付き。
『ベンチャー企業白書』

日本ビジネス開発

年刊

D/335.2/5153/ ビジネス

製造、健康、IT等16市場のベンチャー企業の動向、事例などを紹介。
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『「日経企業イメージ調査」について』

日本経済新聞社

年刊

D/335.2/5254/ ビジネス

各業種の大手企業約570社についての「好感度」「優秀な人材が多い」といった企業イメージを測定し
たもの。主要6項目は上位200社、その他の25項目は上位100社まで掲載。
『日の丸びじねす白書』

日本ビジネス開発

年刊

D/335.2/5643/

「世界で勝負できるビジネス」等の観点から、１０のテーマについて記述。それぞれのテーマでは、企業
の事例や動向を掲載。
『日本会社史総覧』

東洋経済新報社

単

D/3354/3212/1～3 ビジ
ネス

全3巻。日本の有力会社3,072社の会社史を掲載。別巻に資料編、索引編あり。

『日本の企業グループ』

東洋経済新報社

年刊

R/335.5/5179/ ビジネス

年刊

338.1/5039/ ビジネス

不定期

RT/503.5/5005/ （東京都）
DR/503.5/5004/ （他地域）

約32,000社の関係会社各社のデータを親会社ごとに収録。
『株価総覧』

東洋経済新報社

全上場・店頭銘柄の株式公開以来の長期株価を収録。
『工場ガイド』

データフォーラム

製造業関連のあらゆる業種について工場、本社機構、研究所などを収録。地方別に分冊。
『日経テレコン21』

日本経済新聞社

オンラインDB

日経4紙の記事検索のほか、主要30,000社の会社情報を収録。詳細な財務情報や役員情報もあり。

『D-Vision.net』

ダイヤモンド社

オンラインDB

会社・役員情報や組織図・系統図、ダイヤモンド社の雑誌記事の検索が可能。
『eol』

プロネクサス

オンラインDB

未上場企業を含む8,000社の有価証券報告書を収録。売上高等の項目で業種別ランキングが表示で
きる。
『日経会社情報』

日本経済新聞社

季刊

雑誌 ビジネス

全ての上場会社を収録。四半期決算など投資情報も掲載。巻末に「日経優良企業ランキング」や、「回
復達成度ランキング」などの詳報もあり。

『会社四季報』

東洋経済新報社

季刊

雑誌 ビジネス

全ての上場会社を収録。ビジネス・投資・就職のために企業情報を調べる代表的な情報ハンドブック。
株価情報、企業情報をコンパクトにまとめている。
『TSR情報』

東京商工リサーチ

日刊

雑誌

最新の信用情報を掲載。「経済を読む」等、経済・ビジネスに関する記事もあり。

<経営指標>
『TSR中小企業経営指標』

東京商工リサーチ

年刊

PR/335.3/5284/

CD-ROM。約２０万社の中堅・中小企業を業種別に収録。業種ごとに財務比較ができる。「財務分析
入門」も収録。

『TDBキャッシュフロー分析統計』

帝国データバンク

年刊

D336.8/5652/ ビジネス

「早わかり知識編」と「最新データ編」の2分冊。実際に分析を行う時のコツを紹介するとともに、業種小
分類ごとのキャッシュフロー・データを収録。
『TKC経営指標 BAST』

TKC全国会

年刊

PR/336.8/5177/

CD-ROM。22万余社を対象とする965業種の経営分析表。業種毎に黒字企業と欠損企業別、売上階
層別比較等の分析を行う。過去5年分のTKC経営指標のデータを収録。平成25年度版で終刊。
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『全国企業財務諸表分析統計』

帝国データバンク

年刊

DR/336.90/5021/ ビジネ
ス

全国上場・非上場企業約12万社から収集したデータを元に、約1,400業種の経営指標を収録。「建設
業」「製造業」「卸売業」の3業種については都道府県別の財務比率も掲載。
『会社財務カルテ』

東洋経済新報社

年刊

R/336.92/5459/ ビジネス

年刊

DR/505.9/5/ ビジネス

約3,500社の経営指標を連結決算優先で4期分掲載。
『産業別財務データハンドブック』

日本経済研究所

107業種の上場企業約2,000社の決算期データを過去11年分収録。付属資料のCD-ROMで検索が可
能。

『産業別財務データ 個別企業編』

日本経済研究所

年刊

PR/505.9/5007/

CD-ROM。11年以上上場を続けている企業の決算期データを過去11年分収録（個別決算約1,800社
、連結決算約1,700社）。

海外企業
『中国会社四季報』

東洋経済新報社

不定期

雑誌 ビジネス

年刊

R/335.0/5098/ ビジネス

中国本土企業約3,200社の情報を収録。
『駐日韓国企業名簿』

駐日韓国企業連合会［ほ
か］

駐日韓国企業及び在日韓国機関の代表者、連絡先、取扱品（業種）等を収録。

『Major companies of Asia and Australasia』 Graham & Whiteside

年刊

DRF/335.0/M23/M1- ビ
ジネス

東南アジア、東アジア、オセアニア、南アジアの主要企業を国別に収録。過去2年分の簡易な財務情
報も掲載。
『Mergent industrial manual』

Mergent

年刊

DRF/335.0/M55/M2- ビ
ジネス

アメリカ証券市場に上場しているトップ企業 2,000社を収録。記載内容が詳細。
『Mergent international manual』

Mergent

年刊

DRF/335.0/M55/M3- ビ
ジネス

アメリカを除く約100カ国の主要10,000社以上を収録。沿革、業務内容、子会社、数年分の財務データ
等、記述が詳細。

『Mergent OTC industrial manual』

Mergent

年刊

DRF/335.0/M55/M1- ビ
ジネス

ナスダック（NASDAQ）、OTC（Over the Counter 店頭取引) 等で取引される企業2,500社以上を収録
。
『ベトナム優良企業1000社 上巻』

ビスタ ピー・エス

単

R/335.0/5740/1

上巻は2015年10月発行。産業別に、ベトナム優良企業の財務情報などを掲載。各企業の格付けあり。
『米国会社四季報』

東洋経済新報社

年2回刊

R/335.0/5689/ ビジネス

ニューヨーク証券取引所・ナスダック上場企業639社に加え、日本で買える厳選ETF銘柄241銘柄を収
録。

『Kompass China』

Kompass (China)
International Information
Service Co.

年刊

DRF/335.0/K81/K2- ビジ
ネス

中国の主要企業約40,000社を収録。企業情報は簡潔だが、取り扱っている製品やサービス名から企
業を検索できる。
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『ASEAN企業地図』

翔泳社

単

335.2/5655/2015 ビジネ
ス

ASEANでビジネスを展開する際に知っておきたい企業を国別に掲載。企業グループの概要や企業評
価などを、図やイラストでわかりやすく解説。
『中国株二季報』

DZHフィナンシャルリサー
チ

半年刊

338.1/5820/ ビジネス

株式投資のための資料で、中国香港666銘柄の上場企業の株価、時価総額がわかる。時価総額ラン
キングトップ40の掲載あり。

海外進出企業
『中国進出企業一覧』

蒼蒼社

2年1回刊

R/335.3/3008/ ビジネス

中国各地の工商行政管理局企業登録データに依拠して、日本企業が出資した中国大陸現地法人等
を収録。業種別に配列した出資日本企業順にビジネス拠点に関する重要データを配列する。
『中国江蘇省日系企業年鑑』

COMM Bangkok

2年1回刊

R/335.5/5296/ ビジネス

年刊

R/335.5/5434/

江蘇省に進出している日系企業を業種別に掲載。社名索引あり。
『上海進出日系企業ダイレクトリー』

R&R CO.,LTD

上海にある日系の企業約3,000社を、業種別に収録。各企業別に住所や資本金などを掲載。
『中国大連・青島日系企業年鑑』

R&R

2年1回刊

R/335.5/5311/ ビジネス

大連・青島に進出している日系企業を業種別に掲載。社名索引あり。

『ベトナム日系企業リスト』

日越貿易会

2年1回刊

R/335.5/5273/ ビジネス

ベトナムの日系進出企業をアルファベット順、産業別に収録。巻末にベトナムの行政区画地図あり。
『中国北京・天津日系企業年鑑』

R&R

2年1回刊

R/335.5/5297/ ビジネス

北京・天津に進出している日系企業を業種別に掲載。社名索引あり。
『日本企業のアジア進出総覧』

重化学工業通信社

年刊

R/338.9/5694/ ビジネス

年刊

R/338.9/167/ ビジネス

日本企業のアジア各国別・業種別の進出動向等を掲載。
『海外進出企業総覧 国別編』

東洋経済新報社

日本企業が出資している日系現地法人約29,100社、支店事務所約3,200拠点のデータを収録。出資
元の日本企業名からの索引あり。

『海外進出企業総覧 会社別編』

東洋経済新報社

年刊

R/338.9/3022/ ビジネス

日本側出資企業約4,800社の現地法人や支店事務所のデータを親会社の情報と同時に収録。出資
元企業とその出資比率あり。

外資系企業
『外資系企業総覧』

東洋経済新報社

年刊

R/335.4/5029/ ビジネス

商品のブランド名、業績、海外の親会社、特色と近況等、外資系企業約3,100社の動向を掲載。
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