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ビジネス支援サービス 調べものガイドＮｏ．1 

  

「企業情報」 について調べるために役立つ本や信頼できるインターネットのサイトを紹介します。 

 

 

 

 

・図書検索機で目的の本を探す場合は・・・ 

「会社␣要覧」、「会社␣年鑑」、「企業␣総覧」などキーワードで検索ができます。（␣はスペース） 

検索の結果、ヒット件数が多すぎる場合は、一般件名の項目からお探しください。 

≪一般件名の例≫ 「会社␣名簿」、「日系企業␣名簿」、「企業␣日本」、「株式会社」、「企業系列」  

・本棚で直接、本を手に取って見たい場合は・・・ 

該当する分類記号の本棚をご覧ください。 

≪分類記号の例≫企業、経営：335  経営倫理：335.15  企業形態：335.3  社史：335.48 

合弁会社：335.36  企業集中：335.5  経営管理：336  経営比較：336.83 

 

 

 

【企業情報全般】 

１ 

帝国データバンク会社年鑑 （年刊） ※館内閲覧のみ 帝国データバンク R/335.03/ﾃｲ ビジネス 

全国有力・優良企業 14 万社の最新企業情報を収録厳選して掲載。 

各企業の動向を捉えることができる最新データが掲載されている。東日本、西日本、索引の 3巻構成。 

２ 

会社四季報 （季刊） 東洋経済新報社 602.1/ｶｲ ビジネス 

会社の業績予想を中心に、所在地や財務情報や株主など、重要な情報をまとめたハンドブック。 

未上場編、役員編、就職編もあり。 

３ 

会社四季報業界地図 （年刊） 東洋経済新報社 602.1/ｶｲ ビジネス 

東洋経済新報社／編 

業界の現状をわかりやすく解説。業界の主要企業の勢力関係が一目で把握できる地図、業界規模、業界の今後

の予測、チェックポイントなども収録する。 

４ 

日本の優良企業パーフェクトブック （年刊） 日経 HR 377.9/ﾆﾎ ビジネス 

日経の調査・ランキングを基に、優良企業ランキングを発表。内定を勝ち取るノウハウも掲載。 

就活に役立つ『日本経済新聞』の読み方・活用方法などを解説する。 

５ 

CSR 企業総覧 （年刊） ※館内閲覧のみ 東洋経済新報社 R335.15/ｼｴ ビジネス 

有力・先進 1501社の CSR(企業の社会的責任)企業データベースから、会社基本データ、CSR&財務評価、ガバナ

ンス・法令順守・内部統制、消費者・取引先対応、社会貢献、環境などのデータをまとめる。5段階評価による格付

けで、有力企業の取り組みがひとめでわかる。ESG編、雇用・人材活用編あり。 

企業情報を調べる 

 

１．キーワードや分類から探す 

２．本や雑誌で調べる 
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【高知の企業】 

１ 

東商信用録 四国版 （年刊） ※館内閲覧のみ 東京商工リサーチ R/335.03/ﾄｳ 高知資料 

業界や地域経済を牽引する有力企業や新興企業を厳選して掲載。内容も 3期業績、仕入・販売先や役員など 

情報を網羅。四国版は、四国 4県の約 18700社の企業情報を掲載。 

２ 

主要企業要覧 四国版 ※館内閲覧のみ 帝国データバンク KX/335/ｼﾕ 高知資料 

四国の県別、業種別で会社名 50音順に配列されている。 

企業コード・会社名・所在地・業種・従業員数・年商・純利益が掲載。 

３ 

就職ガイドブック 高知の企業 （年刊） ケンジン 336/ｺｳ ビジネス 

中学生・高校生・大学生・社会人と幅広くサポートしている。 

高知で働きたい人はもちろん、高知の企業を知りたい人には欠かせない１冊。毎年３月発刊。 

４ 
高知商工会議所会報 （月刊） 高知商工会議所 K330/3 高知資料 

政策提言・要望活動や経営支援活動、地域振興活動等に取り組む地域総合経済団体の会報。 

５ 

情報プラットフォーム （月刊） 高知県産業振興センター KX335/9 高知資料 

高知県の産業振興を図り、活力ある地域経済の発展に役立つ情報を提供する月刊情報誌。館内チラシコーナー

でも配布している。 

６ 

へんしも情報 （月刊） 高知県中小企業団体中央会 KX335/6 高知資料 

中小企業を取り巻く施策・制度、助成事業等のニュースや県内組合の活動状況、業界別景況、中央会からのお知

らせなどの情報を掲載。館内チラシコーナーでも配布している。 

 

【海外に進出している日本企業】 

１ 

海外進出企業総覧 （年刊） ※館内閲覧のみ 
R/335.5/ｶｲ ビジネス 

東洋経済新報社 

国別編、会社別編があり、海外進出企業のデータを収録所在地・TEL・代表者・設立年月・資本金・売上高などの

情報を掲載。 

２ 

中国進出企業一覧 版上場会社篇 （隔年刊） ※館内閲覧のみ R335.36/ﾁﾕ ビジネス 

21世紀中国総研／編 蒼蒼社 

日本の上場企業約 1635社が出資した中国大陸現地法人 6202、代表処 319を網羅。 

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収録。非上場会社篇もあり。 

３ 

日本企業のアジア進出総覧 （年刊） ※館内閲覧のみ R/338.92/ﾆﾎ ビジネス 

重化学工業通信社／編 重化学工業通信社 

アジア経済と日本企業の進出状況などをまとめるとともに、『アジア・マーケットレヴュー』掲載の、 

2017年度の日本企業のアジア投資案計を国別、業種別に掲載。 

４ 

一目でわかる中国進出企業地図 494.5/ｺｸ ビジネス 

21世紀中国総研／編 蒼蒼社 

中国に進出している日本企業の最新動向を掲載。中国における外資企業のブランド戦略や、モータリゼーションの

ビジネス・トレンドなどを、図表や地図を用いて解説。 
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【海外企業】 

１ 

外資系企業総覧 （年刊） ※館内閲覧のみ 
R/ 335.035 /ｶｲ ビジネス 

東洋経済新報社 

業界再編・M&A・企業再生の主役、外資系企業 3,204社の最新動向を掲載。在日外資系企業の事業内容、外資

比率、海外の親企業、資本金、従業員数、URLなど詳細データを収録。日本語・英文社名、業種別、親企業の国

籍別等の索引付き。 

２ 

米国会社四季報 （半年刊） ※館内閲覧のみ R338.15/ﾍｲ ビジネス 

東洋経済新報社／編 東洋経済新報社 

米国の証券取引所に上場している米国を本拠とする企業のうち、S&P500企業や新興・有望企業を選定し、本社

住所・上場市場、企業概況・業績概況、株価チャートなどを掲載。連続増配やクラウドといった投資テーマ、ブラン

ド名、トップの年収、ライバル企業など情報を掲載。 

 

 

１ 

企業からのお知らせ[IR] 日本経済新聞社 

https://www.nikkei.com/markets/ir/ 

企業からのお知らせ[IR]、会社説明会、アニュアルレポート等を掲載しています。 

２ 

EDINET 金融庁 

http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/ 

有価証券報告書等の開示書類を閲覧することができます。 

 

 

１ 

CD・Eyes50（TSR 企業情報ファイル） 東京商工リサーチ 

日本全国の企業データ売上上位 50 万社を 1 つのデータベースで検索し、詳細な企業情報を引き出せます。29

項目の検索キー（商号・代表者・所在地・設立年月・創業年月・資本金・従業員数・業種・役員・大株主・営業種

目・仕入先・販売先・取引金融機関・最新売上・最新利益・代表者生年月日・同出身校・同出身地等）による詳し

い検索も可能。 

２ 

日経テレコン（図書館版） 日本経済新聞社 

会社プロファイル（全国主要２万２千社）を検索できます。日経４紙（日経、日経産業、ＭＪ、日経金融新聞）の記

事検索のほか、日経の NEEDS 統計データ、POS 情報、売れ筋商品ランキング、WHO'S WHO（約 30 万人）も利

用できます。（※図書館版のため通常と異なり閲覧できない情報もあります） 

３ 
官報情報検索サービス 

1947年 5月 3日以降の官報を検索、閲覧できます。決算公告や倒産企業の公告が掲載される場合があります。 

 

 

３．インターネットで調べる 

 

４．データベースで調べる 

 



ビジネス支援サービス   

 

 

１ 

高知県製造業ポータルサイト （高知県庁商工労働部工業振興課地場産業担当） 

http://www.kochi-seizou.jp/?lang=jp 

〒780-8570 高知県高知市丸ノ内 1丁目 2番 20号 

TEL：088-823-9720 ／ FAX：088-823-9261 

高知県内外の販路拡大を目指して積極的な取り組みを行う製造業者を掲載しています。 

２ 

高知求人ネット （一般社団法人 高知県移住促進・人材確保センター） 

https://syoukei-jinzai.jp/kochi-kyujinnet/company-appeal.html 

〒780-0870 高知市本町 4丁目 1番 32号 こうち勤労センター5階 

TEL：088-855-7748 ／ FAX：088-855-7764 

高知県内の最新求人情報を一括検索できる、「高知で働く」情報ポータルサイトです。 

3 

高知の企業って面白い！ （高知商工会議所関連サイト） 

http://www.cciweb.or.jp/kochi/pickup/ 

高知県高知市本町 1丁目 6番 24号 

TEL：088-875-1177 ／ FAX：088-873-0572  

独自の切り口で、オンリーワンの事業を展開する高知の企業を紹介しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【開館時間】 

 火曜～金曜 午前９時～午後８時 土曜 午前９時～午後６時（７・８月は午後８時まで） 

 日曜・祝日 午前９時～午後６時 

【休 館 日】  

月曜日（祝日の場合は開館） 毎月第３金曜日（８月および祝日を除く） 

８月１１日（山の日）を含む４日（資料特別整理期間） 年末年始（１２月２９日から１月４日まで） 

 

 

４．高知県のビジネス支援機関・支援サイトなど 

 

ビジネス支援サービスのご利用について 

● 就職活動や業務改善、市場動向など、仕事に関する情報収集や調べものを、担当司書が豊富な資料を活用

してサポートします。 

● 一般に流通している雑誌・新聞に加え、各業界の専門誌・専門新聞があります。業界の最新情報をいち早

くご覧いただくことができます。 

● データベースの利用は無料ですが、印刷は有料です。（白黒 10円、カラー30円） 

● 国内の情報だけでなく海外の情報にもアプローチしますので、オーテピア３階 ⑤ビジネス支援デスクま

でお気軽にお問い合わせください。 

〒780-0842 高知市追手筋 2-1-1 オーテピア 3階 

TEL：088-823-4946 FAX：088-823-9352 

http://otepia.kochi.jp/library/ 

http://www.kochi-seizou.jp/?lang=jp
https://syoukei-jinzai.jp/kochi-kyujinnet/company-appeal.html

