札幌市中央図書館

パスファインダー(Pathfinder)

2012 年 12 月改訂
(分野別ビジネス支援資料 Ⅶ)

起業・開業するためには、さまざまな計画、決定、届け出などをしなくてはなりません。
それらに関する知識、情報を得るための資料をご紹介します。

【調べるための分類
べるための分類とキーワード
分類とキーワード】
とキーワード】
分類
007.3
324.1
324.5
325
325.1
335
335.3
335.8
336
336.1
336.3
336.4
336.8
336.9
345.1
364
507.2
602
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キーワード
IT ビジネス ベンチャービジネス
法人登記
契約書式
会社法 会社設立
商業登記
企業 経営 起業
助成金
社会起業 NPO
経営管理 会社書式 ビジネス文書
ビジネス文書
経営計画 事業計画
社則

規定

就業規則 給与計算
資金調達
簿記会計
青色申告

左表は図書館で使われている分
類のうち「起業・開業」に関す
る分類とキーワードです。
分類に使われている数字が表示
されている書架に直接あたる
か、分類やキーワードを組み合
わせて検索をしてください。
（※分類の数字は図書の背ラベ
ルの数字です）

社会保険 雇用保険
商標

特許

業界動向
農業経営
商業 商店
フランチャイズ 通信販売

ネットショップ

小売業
サービス業
広告

飲食店 アパート経営

宣伝

マーケティング

※特定の業種が決まっている場合には、その業種をキーワードとして検索するか、（
番号が表示されている棚を直接ご覧ください。

）内の分類

例：古書店(024.8) 司法書士(327.1) 行政書士(327.1) 弁護士(327.1) 税理士(336.9)
ファイナンシャルプランナー(338.1) 社会保険労務士(364.3)
パン屋(588.3) 雑貨屋(673.7) 花屋(673.7) カフェ(673.9)

『

』は図書資料、「

1

」は雑誌、≪

≫はインターネットの情報を表しています。

図書で調べる
数字の前の R は参考図書（2F 図書室、

1-1 起業に関する参考図書

館内閲覧）をあらわしています。

○『
『新規開業白書』
新規開業白書』日本政策金融公庫総合研究所/編，R335.3/シ，年刊
新規で開業した企業のうち、同公庫が融資した企業に対してアンケート調査を行い、経営状況な
どをまとめた白書です。

○『
『中小企業白書』
中小企業白書』中小企業庁/編，R335.3/チ，年刊
近年の中小企業の動向や、中小企業庁の施策をまとめた白書です。
巻末に「付属統計資料」があり、関係する統計データを得ることができます。

1-2 起業の基礎知識を知る
○『
『起業をするならこの
起業をするならこの 1 冊 改訂 3 版』馬渡 晃/著，335/マ，自由国民社，2011
経営コンサルタントの著者が、起業して成功するための戦略を解説した本です。
巻頭にチェックリストがあり、必要な書式の記載例も随所に記載しています。

○『
『会社を
会社を経営するならこの
経営するならこの 1 冊 改訂 3 版』ベンチャーサポート研究会/著，335/ベ，
自由国民社，2010
会社経営に必要な、資金調達、会計知識、就業規則、営業戦略やリスク管理などを網羅的に
説明した本です。巻末に契約書・規定集がついています。

○『
『はじめての起業事典
はじめての起業事典』
起業事典』出口 秀樹/著，335/デ，明日香出版社，2012
税理士である著者が、起業するにあたっての心構えや、売上を上げる方法、資金調達や経理
など、起業のために必要な基本的知識を解説した本です。

他にも、下記のような図書資料があります。
○『
『個人事業のはじめ
個人事業のはじめ方
のはじめ方がすぐわかる本
がすぐわかる本 12~13 年版』
年版』
ヒューマン・プライム/著，335/プ/12-13 成美堂出版，2012

○『
『起業・
起業・開業手続き・
開業手続き・許認可
き・許認可のしくみがわかる
許認可のしくみがわかる事典
のしくみがわかる事典』
事典』大門 則亮/監修，335/キ，三修社，2011
○『
『図解個人事業のはじめ
図解個人事業のはじめ方
がよ～くわかる本
くわかる本』宇治川 裕/著，335/ウ，秀和システム，2009
のはじめ方がよ～
○『
『最新事業計画書の
最新事業計画書の読み方と書き方がよ～
がよ～くわかる本
くわかる本』松本 英博/著，336.1/マ，
秀和システム，2011

1-3 業界動向を知る
○『
『業種別審査事典 第 12 次』全 9 巻，R338.5/ギ，金融財政事情研究会，2012.12，3~4 年刊
金融機関の融資・審査の参考書として編集されたもので、審査のポイント、取引推進上のポイントも
記載されており、仕入や資金の計画に必要な知識を得ることができます。

○『
『業種別業界情報』
業種別業界情報』R603 ギ，経営情報出版社，2012.1，年刊
業界の特性やノウハウ、今後の課題／将来性など、開業や経営のポイントになる情報が掲載されてい
ます。

⇒詳しくはパスファインダー「業界動向を調べるには」参照

1-4 統計を調べる
○『
『中小企業実態基本調査報告書』
中小企業実態基本調査報告書』R335.3/チ，中小企業庁，年刊
財務面や経営面の基礎的データを産業別、規模別にまとめた資料です。設備投資、リースの利
用、取引金融機関、商品の仕入れ先、販売先、チェーン組織への加盟の状況などのデータが掲
載されています。
○『
『全国物価統計調査報告』
全国物価統計調査報告』R337.8/ゼ，総務省統計局，5 年に 1 度刊
店舗価格編では小売店舗における商品の価格水準や特売価格、通信販売価格などがわかります。

⇒詳しくはパスファインダー「統計情報のさがしかた」参照
2 インターネットで調べる
○≪
≪J-Net21≫
≫ http://j-net21.smrj.go.jp/
独)中小企業基盤整備機構が運営する、中小企業を支援するためのウェブサイトです。
起業する際の一通りの流れを確認できる「起業 ABC」や、
「業種別スタートアップガイド」など起業
のために必要な情報を提供。「資金調達ナビ」では、国や都道府県で実施している助成金の制度など
を検索できます。

○≪
≪中小企業庁≫
中小企業庁≫ http://www.chusho.meti.go.jp/
中小企業や起業の支援を所管する中小企業庁のＨＰです。経営サポート、金融サポート、相談、情報
提供などのサービスがあります。

○≪
≪ドリームゲート≫
ドリームゲート≫ http://www.dreamgate.gr.jp/
起業支援総合ポータルサイト。事業計画、会社設立、融資マニュアルなどのコンテンツがあります。

○≪
≪日本政策金融公庫≫
日本政策金融公庫≫ http://www.jfc.go.jp/
中小企業への融資等を行う政策金融機関のＨＰです。調査結果、総合研究所から小企業の景況や新規
開業などに関する調査結果を参照できます。

○≪
≪日経テレコン
（日経固定メニュー
日経テレコン 21（
日経固定メニュー）
メニュー）≫ 中央図書館で利用可
日経紙の記事検索や、企業情報を検索できる商用データベースです。
「日経 POS 情報・売れ筋商品ランキング」などで、現在の市場動向をさぐることができます。

3 札幌で起業を目指す
3-1 図書で調べる
○『
『札幌市企業経営動向調査－
札幌市企業経営動向調査－結果報告書－』
結果報告書－』札幌市経済局産業振興部／編 K335.2/サ 年２回
札幌市内の企業経営の実態や今後の見通しなど市産業全体の動向を把握できます。

○『
『北海道統計書』
北海道統計書』北海道総合政策部地域行政局統計課／編 KR351.1/ホ
北海道内の人口、経済、事業所などの統計が掲載されています。

数字の前の
K は貸出可能な郷土資料
KR は館内閲覧の郷土資

○『
『札幌市統計書』
札幌市統計書』札幌市市長政策室政策企画部企画課／編 K351.1/サ
地下鉄の駅ごとの一日平均乗車人員などがわかります。

料です。

（2F さっぽろ資料室）

○『
『エラベル』
エラベル』東京商工リサーチ北海道支社 K335.2/エ
企業情報誌『ＴＳＲ情報』の臨時増刊号。業種別売上ランキング、北海道の優良企業ガイド、業界動
向がわかります。

○『
『トップの決断
トップの決断 北の経営者たち
経営者たち』
たち』K335.2/ト 北海道新聞社／編 2012
道内企業の流通・卸売・観光・製造・建築等様々な業種の経営者達への取材記事が掲載されています。

○『
『挑む 北の元気企業トップ
元気企業トップ５０
トップ５０人
５０人の実像』
実像』K335.2/イ AIR-G’FM 北海道／編 2009
北海道の経営者５０人へのインタビューをまとめた一冊。

○『
『北海道の
北海道の企業 ビジネスをケースで学
ビジネスをケースで学ぶ』１～３巻 K335.2/ホ 北海道大学出版会
さまざまな分野の北海道の企業の事例を分析。

3-2 インターネットで調べる
○≪
≪北海道 創業広場≫
創業広場≫ http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/sanshin/kaigyou/sougyou_index.htm
創業・開業の研修・セミナー情報や道の支援施策など掲載。

○≪
≪中小機構 北海道≫
北海道≫ http://www.smrj.go.jp/hokkaido/index.html
北海道地域における中小企業の創業、販路開拓、各種経営課題の解決などのサービスを提供しています。
経営に関する相談を窓口、ホットライン、メールで受け付けています。

○≪
≪北海道中小企業総合支援センター
北海道中小企業総合支援センター≫
センター≫ http://www.hsc.or.jp/index.cgi
起業支援、北海道企業情報データベース、リンク集などがあります。

○≪
≪札幌商工会議所≫
札幌商工会議所≫ http://www.sapporo-cci.or.jp/
経営相談や融資の相談、検定試験、各種セミナー情報など提供されています。

○≪
≪さっぽろ産業振興財団
さっぽろ産業振興財団≫
産業振興財団≫ http://www.sec.or.jp/top/
産業分野全般の中小企業等の支援をしています。ＨＰでは独立・起業についての基礎知識やセミナーの
案内などの情報が得られます。
「創業支援マニュアル
（開業準備、事業計画書の作り方などが紹介さ
創業支援マニュアル」
マニュアル」
れています。）や「中小企業の
中小企業の経営ガイドブック
経営ガイドブック」
ガイドブック」（経営改善や安定のための支援について紹介され
ています。
）を見ることもできます。

○≪
≪札幌中小企業支援センター
札幌中小企業支援センター≫
センター≫ http://chusho.center.sec.or.jp/
札幌市内の経営向上を目指す創業者・中小企業者等を支援しています。
ＨＰより「創業支援ガイドブック
創業支援ガイドブック」
ガイドブック」をダウンロードすることができます。

経営者としての準備、融資申請書の作成、事業計画書作成、許認可と
届出、支援機関や支援策をまとめたものです。
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