札幌市中央図書館

2012 年 12 月改訂

パスファインダー（Pathfinder）

（分野別ビジネス支援資料

Ⅱ）

業界動向や市場調査について調べるための主要な資料を紹介します。
就職や起業、マーケティングや事業計画の基礎資料としてお役立てください。

札幌市中央図書館で調べることができる資料を紹介します。
R は参考図書（２階図書室、館内閲覧）

※『』内は図書の情報、
《》内はインターネットの情報です。
の資料です。

図書で調べる

業界動向全般

○『
『業種別審査事典 第１２次
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す。１３７０業種の特色（沿革・変遷）、
業界動向（概況や展望）
、関連法規、統計や図表類も掲載。巻末には全巻通しての索引があります
○「
「ＴＤＢ業界動向
『TDB REPORT』2 月号 8 月号）R602.1 テ，帝国データバンク，年 2 回刊
ＴＤＢ業界動向」
業界動向」（
各業界業種の動向と展望、各種統計も収載。最近半年間の主な企業合併、商号変更、上場一覧も掲載して
います。
○『
『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
３５０の業種について業界のあらましと現状、しくみと特性、
「ＴＫＣ経営指標」による動向と問題点等、
新興業種を比較的多く掲載しています。巻末に「主な中小企業関係機関一覧」収録。
○『
『日経ＭＪ
日経ＭＪトレンド
ＭＪトレンド情報源
トレンド情報源』
情報源』R675 ニ，日本経済新聞出版社．2012.10，年刊
小売業調査、専門店調査、卸売り調査、飲食業調査など流通・サービス・消費の動向がわかります。
日経独自調査による各種ランキングも掲載。
○『
『ベンチャー企業白書
ベンチャー企業白書』
企業白書』R335.2 ベ，日本ビジネス開発，1~2 年刊
ベンチャー企業参入年表＆動向では各業種の動向を掲載。

分野別の資料

～入門編～

業界を１冊にまとめているテーマ本は読みやすく、入門書として参考になります。

☆「
「Ｈｏｗ‐
Ｈｏｗ‐ｎｕａｌ図解入門
ｎｕａｌ図解入門 業界研究」
業界研究」シリーズ
○『最新土木業界の動向とカラクリがよ～くわかる本』510.9 ア，秀和システム，2011.8
○『最新健康ビジネスの動向とカラクリがよ～くわかる本』 498 カ，2011.12 など
☆「
「最新業界の
最新業界の常識」
常識」シリーズ
○『よくわかる介護・福祉業界 最新３版』673.9 ヨ，日本実業出版社，2012.2
○『よくわかる保険業界 最新２版』339 ミ，日本実業出版社，2010.7

など

～各業界についてどのような資料があるか知りたいとき～
○『
『ビジネス調査資料総覧
ビジネス調査資料総覧』
調査資料総覧』R675 ビ，日本能率協会総合研究所，2010.11，年刊
「農林・水産」「鉱業・エネルギー」など各分野についてのデータや情報がどの資料に載っているか調べ
られます。
○『
『ビジネスデータ検索事典
ビジネスデータ検索事典』
検索事典』R350.3 ビ，日本能率協会総合研究所，2012.8，不定期発刊
社会経済統計編と業界別統計編に分けて、人口・世帯、家計と消費、就業・賃金、生活者実態、マクロ
経済、企業実態、５５業界の産業動向に関する資料情報とその概要をＱ＆Ａ方式で紹介。
「基本統計の
読み方、活用の仕方」には官庁統計を中心に解説があります。

※業種別年鑑類には動向や、主要企業などが載っている場合があります。

例：○『日本スーパー名鑑』R673.8 ニ 商業界

○『外食企業年鑑』R673.9 ガ 外食産業新聞社

○『機械統計年報』R530.9 キ 経済産業調査会 ○『自動車年鑑』R537 ジ 日刊自動車新聞社
○『家具年鑑』R583.7 カ 家具新聞社

○『食糧年鑑』R588 シ 日本食糧新聞社

○『百貨店調査年鑑』R673.8 ヒ ストアーズ社 ○『電子機器年鑑』R549 デ

中日社

業界地図
業界における主要企業の関係性や売上高・生産性・シェアなどを分かりやすく図示したものです。
○『
『日経業界地図』
日経業界地図』R602.1 ニ，日本経済新聞社，2012.8，年刊
○『
『最新業界地図』
最新業界地図』R602.1 サ，成美堂出版，2012.10，年刊
○『
『図解革命！
図解革命！業界地図「
業界地図「最新」
最新」ダイジェスト』
ダイジェスト』R602.1 ズ，高橋書店，2012.8，年刊
○『
『会社四季報業界地図』
会社四季報業界地図』R602.1 カ，東洋経済新報社，2012.9，年刊

ランキング・マーケットシェア（市場占有率）
○『
『日経シェア
日経シェア調査
シェア調査１９５
調査１９５』
１９５』（『日経市場占有率』改題）R675.2，日本経済新聞出版社，2011.10，年刊
主要商品・サービス１９５品目（１６３品目の国内市場規模、国内シェア・３２品目の世界市場規模・世
界シェア）の市場占有率を解説。過去５年間の推移も収録しています
○『
『全国企業あれこれランキング
全国企業あれこれランキング 』R335 ゼ，帝国データバンク，2012.10，年刊
全国の企業の売上高や、法人申告書得、財務をはじめ都道府県別、業種別、倒産企業負債額などのランキ
ングが掲載されています。

統計情報
○『
『流通統計資料集』
流通統計資料集』R675 リ，流通経済研究所資料室，2012.9，年刊
流通関連の統計を集め、時系列にまとめた統計資料集。小売業、卸売業の市場規模がわかる商業統計をは
じめ、流通関係の業界団体が発表する統計、基礎統計など収録。
○『
『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
従業員数、海外展開、研究開発、委託の状況などを調査し、統計表を掲載。
○『
『個人企業経済調査報告 構造編／
構造編／動向編』
動向編』R335.3 コ，総務省統計局，年刊／季刊
年刊の構造編と季刊および年刊の動向編があります。全国の特定業種の個人企業約４０００事業所を調査
分析した統計資料です。
⇒詳しくはパスファインダー「統計情報のさがしかた」参照

業界名簿・一覧
○『
『全国各種団体名鑑』
全国各種団体名鑑』R061 ゼ，原書房，2012.9，2~3 年刊
各界各分野にわたる公益法人等約６万団体を収録。団体の概要、会員数、役員などを記載。
○『
『帝国データバンク
帝国データバンク会社年鑑
データバンク会社年鑑』
会社年鑑』R335 テ，帝国データバンク，2011.10，年刊
全国の金融機関、有力、優良企業約１４万社収録。所在地、資本金、従業員数など２３項目を掲載。
⇒詳しくはパスファインダー「企業，団体の情報を探すには」参照

経営指標・倒産動向については…
⇒パスファインダー「企業・団体の情報をさがすには」を参照してください。

新聞・雑誌で調べる

【どのような雑誌や新聞が出版されているか知りたいとき】
○『
『雑誌新聞総かたろぐ
雑誌新聞総かたろぐ』
かたろぐ』R027.5 ザ，メディア・リサーチ・センター，2012.5，年刊
日本で刊行されている逐次刊行物を２０７９２点、発行社（者）１２７９０社収録。ジャンル別に
タイトル、刊期、定価、販売・配付方法、内容などを紹介。

【経済新聞・業界新聞】 2 階新聞コーナー／2 階カウンター
○『日本経済新聞』○『日経産業新聞』○『日経流通新聞（日経ＭＪ）』
○『日刊工業新聞』○『日刊建設工業新聞』○『日本農業新聞』
⇒パスファインダー「新聞記事を調べるには」参照

【経済雑誌・ビジネス雑誌】

1 階・2 階雑誌コーナー／2 階カウンター

○『日経ビジネス』○『東洋経済』○『エコノミスト』○『商業界』○『経済界』○『調査』など

【電話帳】

2 階図書室

業界名簿に出ていない企業をさがす場合に役立ちます。中央図書館には全国の電話帳があります。

インターネットで調べる
○≪
≪日経テレコン
日経テレコン２１
テレコン２１≫
２１≫（中央図書館 2 階商用データベースコーナーにて検索可）
『日本経済新聞』『日経産業新聞』『日経ＭＪ（流通新聞）
』などの新聞記事を調べることができます。
○≪
≪国立国会図書館 リサーチ・
リサーチ・ナビ≫
ナビ≫
「業界動向一般」では業界動向の調べ方、市場規模・マーケットシェアの調べ方などを紹介。
http://rnavi.ndl.go.jp/business/entry/post-2.php
「産業情報ガイド」は基本参考図書、統計資料、専門誌、インターネット情報など紹介されています。
ホットトピックスとして、主要ビジネス新聞や雑誌に掲載された各産業の最新動向も取り上げています。
http://rnavi.ndl.go.jp/business/post.php
○≪
≪Ｊ－Ｎｅｔ２１
Ｊ－Ｎｅｔ２１ 中小企業ビジネス
中小企業ビジネス支援
ビジネス支援サイト
支援サイト≫
サイト≫http://j-net21.smrj.go.jp/establish/startup/top.html
「業種別スタートアップガイド」の「経営基礎ガイド」には消費者利用動向や市場調査の基本などを掲載。
○≪
≪帝国データバンク
帝国データバンク 統計・レポート
統計・レポート≫
・レポート≫ https://www.tdb.co.jp/report/index.html
景気動向調査、業界動向など帝国データバンクが調査したレポートやデータ分析が掲載されています。

○≪
≪東京商工リサーチ
東京商工リサーチ データを読
データを読む≫ http://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/
東京商工リサーチがまとめた調査レポートを掲載。
○≪
≪経済広報センター
経済広報センター 産業データプラザ
産業データプラザ≫
データプラザ≫ http://sangyo.kkc.or.jp/idp/index.aspx
「産業データベース」に各産業の統計データ、グラフ等を掲載しています。
○≪
≪みずほコーポレート銀行
みずほコーポレート銀行 産業情報≫
産業情報≫ http://www.mizuhocbk.co.jp/fin_info/industry/index.html
日本産業動向や中期展望をグラフや表で見やすく分析しています。
○≪
≪経済産業省 産業活動分析≫
産業活動分析≫ http://www.meti.go.jp/statistics/toppage/report/bunseki/index.html
四半期の産業活動を年別、分野別に分析しています。
○≪
≪ＪＥＴＲＯ 日本貿易振興機構
日本貿易振興機構≫
機構≫ http://www.jetro.go.jp/indexj.html
「海外ビジネス情報」では各国のデータ比較や投資コスト比較など国際ビジネスの情報を取得できます。
「見本市・展示会データベース」では世界と日本の見本市を業種別、開催地別に検索することができます。

北海道・札幌の業界動向を調べる

【図

書】

○『
『東商信用録 北海道版』
北海道版』東京商工リサーチ北海道支社，年刊，2 階相談カウンターにて閲覧可
○『
『エラベル 北海道の
北海道の優良企業』
優良企業』K335.2 エ，東京商工リサーチ，年刊
○『
『札幌市企業経営動向調査』
札幌市企業経営動向調査』K335.2 サ，札幌市経済局産業振興部，年 2 回刊
○『
『単独上場会社ＩＲ
単独上場会社ＩＲ情報
ＩＲ情報』
情報』K338.1 サ，札幌証券取引所，年刊
○『
『北海道建設年鑑』
北海道建設年鑑』KR510.9 ホ，北海道建設新聞社，年刊
○『
『北海道自動車関連市場年鑑』
北海道自動車関連市場年鑑』KR537 ホ，イベント工学研究所，年刊
○『
『北海道農協年鑑』
北海道農協年鑑』KR611.6 ホ，北海道協働組合通信社．年刊

【新

聞】

K は貸出可能な郷土資料
KR は館内閲覧の郷土資料です。
（2 階さっぽろ資料室）

2 階カウンター

○『
『北海道建設新聞』
北海道建設新聞』

【雑

誌】

2 階さっぽろ資料室内雑誌コーナー

○『
『さっぽろ経済
さっぽろ経済』
経済』札幌商工会議所，月刊 主要経済指標あり
○『
『ＴＳＲ情報
ＴＳＲ情報 北海道版』
北海道版』東京商工リサーチ，週刊

倒産情報

○『ＴＳＲ
『ＴＳＲ情報
『ＴＳＲ情報 新年特集号・
新年特集号・盛夏特集号』
盛夏特集号』東京商工リサーチ，年 2 回 道内地域別の売上ランキングなど
○『ＤＡＩＲＹＭＡＮ』
『ＤＡＩＲＹＭＡＮ』デーリィマン，月刊
酪農雑誌
『ＤＡＩＲＹＭＡＮ』
○『
『農家の
農家の友』北海道農業改良普及協会，月刊 農業雑誌
○『
『観光会議ほっかいどう
観光会議ほっかいどう』
ほっかいどう』じゃらん観光ビジネス研究プロジェクト，季刊 観光ビジネス雑誌

【インターネット】
○≪
≪札幌商工会議所≫
札幌商工会議所≫ http://www.sapporo-cci.or.jp/content/shien/information.html
経営支援一覧の情報のページに景気概況調査として業界動向調査結果などをみることができます。
○≪
≪北海道経済局≫
北海道経済局≫ http://www.hkd.meti.go.jp/information/keizai/index.htm
経済動向・統計のページより経済概況や生産動向、産業別動向などをみることができます。
○≪
≪北海道経済Ｄａｔａ
北海道経済Ｄａｔａポータルサイト
Ｄａｔａポータルサイト≫
ポータルサイト≫ http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/sum/keizaibu/sihyo.htm
北海道の経済の指標を知ることができる各種調査、統計がまとまっています。
○≪
≪札幌市ホームページ
札幌市ホームページ 札幌の
札幌の経済情報≫
経済情報≫ http://www.city.sapporo.jp/keizai/top/joho/index.html
企業経営動向調査、さっぽろ経済の動きなどがわかります。

編集・発行：札幌市中央図書館業務課調査相談係 ℡512-7320（2012.12）

