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市場調査や業界動向について調

べるための資料をご紹介しま

す。マーケティングやビジネス

活動にお役立てください。 

 

 

 

１ 業界全般について調べる 

書名・サイト名 出版情報 請求記号 

『日本の企業グループ』 東洋経済新報社 年刊 R335/ニ 

上場企業他主要の国内グループ会社（連結子会社・持分法適用会社）の最新データを収録。 

『業種別審査事典』第 13 次 全 10 巻 金融財政事情研究会 2016 年 Ｒ338.5/ギ 

『会社四季報業界地図』 東洋経済新報社 年刊 Ｒ602.1/カ 

業界地図とは、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。最新動向が

わかる見取り図、業界規模、業績ランキング、主要経済指標が収録されている。 

『最新業界地図 2018 年版』 成美堂出版 2017 年 Ｒ602.1/サ 

『TDB REPORT』 帝国データバンク 隔月刊 R602.1/テ 

 業界の動向や注目ビジネスを網羅した総合経営情報誌。 

『日経業界地図』 日本経済新聞出版社 年刊 R602.1/ニ 

『業種別業界情報』 経営情報出版社 年刊 R603.6/ギ 

業界の特性やノウハウ、今後の課題や将来性など、開業や経営のポイントになる情報が掲載されている。 

 東京商工リサーチ http://www.tsr-net.co.jp/ 

世界 240 か国超、3 億件以上の企業情報が提供されている。 

２ 市場の現況を調べる 

書 名 出版情報 請求記号 

『全国企業あれこれランキング』  帝国データバンク 年刊 R335/ゼ 

『金融マップ 47 都道府県の金融勢力図』 金融ジャーナル社 年刊 R338.2/キ 

『日経 MJ トレンド情報源 流通・消費』 日本経済新聞出版社 年刊 R675/ニ 

「市場調査」とは… 

商品の販売促進、新製品の開発などマーケティング活動全般について、企業の意思決定に役立てる為

に、市場・製品・価格・販売・広告・販売経路などに関する情報を収集・分析すること。 

市 場 ・ 業 界 情 報 

http://www.tsr-net.co.jp/


  

２ 市場の現況を調べる（続き） 

書 名 出版情報 請求記号 

『食品流通実勢マップ』総合編／地域編 日本食糧新聞社 隔年刊 R675.4/シ 

『物流のすべて』  輸送経済新聞社 年刊 R680.5/ブ 

『会社四季報』 東洋経済新報社 季刊（年 4 回） 雑誌 

上場、店頭上場企業の特色・業績・財務内容・株価の動きをコンパクトに収録。 

３ 外資系企業・海外進出企業を調べる 

書 名 出版情報 請求記号 

『外資系企業総覧』 東洋経済新報社 年刊 R335/ガ 

『海外進出企業総覧』国別編／会社別編 東洋経済新報社 年刊 R335.5/カ 

『中国進出企業一覧』上場会社篇 蒼蒼社 隔年刊 R335.3/チ 

『中国会社四季報』2014 年版 東洋経済新報社 2013 年 R338.1/チ 

『米国会社四季報』春夏号／秋冬号  ※秋冬号は中央図書館に所蔵なし 東洋経済新報社 年 2 回刊 R338.1/ベ 

『米国流通用語事典』 中央経済社 2009 年 R670.9/ニ 

４ 北海道・札幌の業界について 

書 名 出版情報 請求記号 

『東商信用録』北海道版 
東京商工リサーチ北海道支社 

年刊 

KR335.03/

ト 

業種別に会社名の五十音順に掲載。巻頭に会社名索引あり。 

『エラベル 北海道の優良企業』 
東京商工リサーチ北海道支社  

年刊 
KR335.2/エ 

企業情報誌『ＴＳＲ情報』の臨時増刊号。北海道の優良企業ガイドや業界動向がわかる。 

『札幌市企業経営動向調査 結果報告書』上期／下期  
札幌市経済観光局産業振興部  

年 2 回刊 
KR335.2/サ 

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る。 

『BeCAL 北海道 地元企業による、地元企業のための「札幌発企業ブラ 

ンド情報誌」』 
えんれいしゃ 2018 年 KR335.2/ビ 

『札幌証券取引所単独上場会社 IR 情報』 札幌証券取引所 年刊 KR338.1/サ 

『北海道建設年鑑』 北海道建設新聞社 年刊 KR510.9/ホ 

『北海道農協年鑑』 北海道協同組合通信社 年刊 KR611.6/ホ 



４ 北海道・札幌の業界について（続き） 

書 名 出版情報 請求記号 

『TSR 情報（北海道版）』 
東京商工リサーチ北海道支社  

週刊 
雑誌 

おもに倒産情報を取り上げており、それにまつわるコラムや統計が掲載されている。 

『調査ニュース』 
北海道銀行経済産業調査部 

月刊 
雑誌 

直近の道内経済動向など、地域に根付いた情報を発信している。 

５ 業界・団体名簿 

書 名 出版情報 請求記号 

『全国各種団体名鑑』上巻／中巻／下巻／別冊 原書房 隔年刊 R060/ゼ 

『帝国データバンク会社年鑑』東日本／西日本編／索引 帝国データバンク 年刊 R335/テ 

６ 新聞・雑誌で調べる 

書 名 出版情報 請求記号 

『日本経済新聞』原紙・縮刷版 日本経済新聞社 新聞 

『日経産業新聞』原紙・縮刷版 日本経済新聞社 新聞 

『日経ＭＪ（流通新聞）』原紙 日本経済新聞社 新聞 

『日刊工業新聞』原紙 日刊工業新聞社 新聞 

『日経ビジネス』 日経 BP 社 週刊 雑誌 

『日経マネー』 日経 BP 社 月刊 雑誌 

『週刊東洋経済』 東洋経済新報社 週刊 雑誌 

『エコノミスト』 毎日新聞社 週刊 雑誌 

７ インターネットで調べる 

サイト名 URL 

EDINET － 金融庁 http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/ 

金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類が閲覧可能。 

帝国データバンク http://www.tdb.co.jp 

国内最大級の企業情報データベース。 

http://disclosure.edinet.-fsa.go.jp/
http://www.tdb.co.jp/


 

 編集・発行：札幌市中央図書館利用サービス課調査相談係 ℡011-512-7355  

７ インターネットで調べる（続き） 

サイト名 URL 

総務省統計局 https://www.stat.go.jp/ 

 総務省統計局が実施した統計データを公開。国内企業の海外事業活動の実態を調べることも可能。 

J-Net21［中小企業ビジネス支援サイト］ http://j-net21.smri.go.jp/ 

 財務省 北海道財務局 http://hokkaido.mof.go.jp/  

 管内の経済情勢報告とあわせ、個人消費・生産活動・設備投資・企業収益・企業の景況感等の概要を公開。 

 札幌商工会議所 http://www.sapporo-cci.or.jp/ 

 JETRO（ジェトロ）－日本貿易振興機構 https://www.jetro.go.jp/ 

北海道企業の海外事業活動や国際ビジネス・産業交流の情報提供やアンケート調査を公開しています。 

８ データベースで調べる 

データベースとは、インターネット上で提供される有料の検索システムです。ここで紹介するデータベースは、

中央図書館が使用契約を結んでいるため、館内では無料で閲覧することができます。 

データベース名 説明 

日経テレコン 21 
日経各紙の記事検索を始め、日経会社プロファイ

ルに収載された企業情報が閲覧可能。 

その他、札幌市図書・情報館（中央区北 1 条西 1 丁目 札幌市民交流プラザ内）では、こちらのデータベース

も閲覧が可能です。詳細は札幌市図書・情報館のホームページをご覧ください。 

データベース名 説明 

日経 BP 記事検索サービス 
「日経ビジネス」を始めとした、日経 BP 社が発

行する雑誌約 30 誌の記事検索が可能。 

東洋経済デジタルコンテンツ・ライブラリー 
東洋経済新報社が発行する雑誌の検索・閲覧が

可能な他、大株主総覧等のデータも収録。 

JRS 経営情報サービス 
日常的な経営課題についてのヒントやアクショ

ン情報、業界動向等を掲載。 

市場情報評価ナビ（MieNa） 北海道内の地域特性をランクや偏差値で表示。 

Eol 企業情報サービス 企業情報および有価証券報告書のアーカイブ。 

Mpac 数多くのマーケティング情報を提供。 

北海道建設新聞社 e-kensin 道内を中心とした建設関係情報が入手可能。 

CD・Eyes50 
日本全国の売上上位 50 万社の情報を収録した企

業情報データベース。 

 

http://www.stat.go.jp/library/
http://j-net21.smri.go.jp/index.html
http://hokkaido.mof.go.jp/
http://www.sapporo-cci.or.jp/
https://www.jetro.go.jp/

