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 千葉県立中央図書館 

2 0 1 0 年 ４月 １日 改 訂 

 

初心者のための ビジネス情報   
 

 会社や企業，業界，就職について，最初に調べるときの手がかりとして，参考となる
図書や情報を，初心者向きにご案内します。 

 

目次 

１ キーワード              ４ 就職，転職，職業，資格を調べる 

２ 会社や企業を調べる          ５ データベースで調べる 

３ 業界を調べる             ６ インターネットで調べる 

１ キーワード 
 図書を探すときに便利なキーワードです。キーワードが２つのときは掛け合わせます。  

「会社 名簿」,「企業 千葉県」,「工場 名簿」,「信用調査」,「就職」,「転職」,「職業」,「資格」 

 

２ 会社や企業を調べる 
 千葉県立図書館ホームページの「図書･雑誌･視聴覚資料の検索」で，検索項目を２か

所「一般件名」にし，検索値に「会社」「名簿」，「企業」「千葉県」，「工場」「名簿」と掛

け合わせて検索します。会社や企業，工場の概要や経営状況などを調べるときに便利で

す。千葉県版，千葉県，東京都をはじめとする関東版，全国版があります。 

  ＜こんな資料が見つかります＞  

書  名 出版情報 請求記号 

東商信用録 関東版 上巻,下巻,索引 

平成 20年版，平成 21年版  

東京商工リサーチ東京支社 

年刊 

中央 33503/11/08 

西部 33503/10/09 

東商信用録 千葉県版 平成 21年版 

 

東京商工リサーチ千葉支社 

年刊  

中央 千葉県 

C335/22/09 

エラベル（A Level） 千葉版  

 ちば経済／企業と人材を結ぶ優良 

 企業紹介誌 2010年，2011年 

東京商工リサーチ千葉支店 

年刊 

中央千葉県雑誌 

C335/To46/1-11 

西部 雑誌 

東部 C335/4/10 

帝国データバンク会社年鑑  

  89版（2009），90版（2010） 

  東日本，西日本， 

  全国企業あれこれランキング， 

  索引(全国索引 業種別索引) 

帝国データバンク 

年刊 

中央 33503/13/10 

西部 33503/11/09 

東部 33503/30/89  

主要企業要覧 南関東版  

 2007年新年特集号 
  『神奈川千葉の中堅企業 10,000社要覧』の改題 

帝国データバンク 2009  中央 千葉県 

C335/7/09 

工場ガイド 千葉・茨城 第３版 データフォーラム 2007 中央 千葉県 

C503/3 

千葉県工場名鑑 平成 15年度版 千葉県商工労働部産業振興

課編 千葉県産業振興セン

ター  2003 

中央 千葉県 

C503/1/03 

西部 C503/1/03 

会社四季報 東洋経済新報社 

雑誌 季刊 

中央 新聞雑誌 

西部，東部 

 会社・企業の特色，業績（利益），財務内容，株価の動きなどがわかります。 

 このほか，『会社職員録』，『会社年鑑』，『会社総鑑』などがあります。 
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３ 業界を調べる 
 業界の特色，動向，経営実態，市場を調べられます。業種別の年鑑，白書もあります。 

  ＜こんな資料があります＞ 

書  名 出版情報 請求記号 

業種別業界情報 2010年版 中小企業動向調査会編著 

経営情報出版社 2010 

中央 

6036/1/10 

 最新の業界動向，マーケットデータ，業界の特性，今後の課題/将来性がわかります。

収録は，飲食店，サービス業（娯楽，旅行，教育，専門，医療・介護，その他），金融・

保険，不動産・運輸，小売業，卸売業，建設業，製造業の 350業種です。 

業種別審査事典 第１巻～第９巻 

 第 11次   

金融財政事情研究会編 金融

財政事情研究会 2008(9冊) 

中央  

33855/3/08-1-9 

 業種の理解，業界の動向，業界の内容・特性，審査のポイント，取引推進上のポイン

ト，関連法規制・制限融資等，業界団体がわかります。収録は，第 1 巻から第 9 巻まで

の 1,290業種で，巻末に「各巻別収録業種一覧」と「収録業種総索引」があります。 

小企業の経営指標 2009 建設業，製造  

 業 

 

国民生活金融公庫総合研究

所編 中小企業リサーチセ

ンター 2009.9 

中央 

33535/14/09 

 業種別経営指標，売上高規模別経営指標がわかります。 

小企業の経営指標 2008 情報通信業， 

 運輸業，卸売・小売業，飲食店，宿泊 

 業，医療，福祉，教育，学習支援業 

国民生活金融公庫総合研究

所編 中小企業リサーチセ

ンター 2008.10 

中央 

33535/14/08 

 業種別経営指標，規模別経営指標，都市区分別経営指標がわかります。 

日経市場占有率 2010年版 日経産業新聞編 日本経済

新聞出版社 2009.10 

中央 
6752/11/10 

 国内主要商品・サービスのシェア 160と，世界シェア 26がわかります。 

世界業界マップ 2010 グローバル企業調査会著 

ダイヤモンド社 2009.11 

中央 

602/1/10 

 グローバルな視点で世界の 46業界を説明しています。 

 

 

４ 就職，転職，職業，資格を調べる 
 千葉県立図書館ホームページの「図書･雑誌･視聴覚資料の検索」で調べます。検索項

目の「一般件名」の検索値に「就職」，「転職」，「職業」や「資格」と入れて検索します。

就職情報，転職情報，職種案内，女性のための職業や資格，資格試験案内等があります。 
  ＜こんな資料が見つかります＞ 

書  名 出版情報 請求記号 

就職四季報 2011年版 東洋経済新報社 2009.11 

年刊 

中央 

3779/20/11 

 求める人材，エントリー情報と採用プロセス，試験情報，男女別採用数と配属先，給

与，ボーナス，有休，勤続年数，残業，離職率と定着率，会社データなどを掲載。 

転職四季報 2010年版 東洋経済新報社 2009.12 

年刊 

中央 

36629/138/10 

 試験情報，年収，賃金，休暇，働く環境，離職率，中途採用者の状況，募集告知，応

募方法，採用プロセス，会社データなどを掲載。 

仕事のカタログ  2010年版 自由国民社 2009.5 

 

中央 

36629/141/10  

1600職種を掲載。職業名，職種の内容，現在の従業者数・動向，業態・規模・独立開業

比率，必要な学歴・経歴・資格・許認可，必要な経験・修業・時間・費用，業界団体。 
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女性のための仕事･資格ベストガイド 

 2010年版 

池田書店 2008.7 中央 

36629/134 

 仕事や資格の内容，活躍の場，適性について，「いろんなジャンルのスペシャリストを

めざす」，「資格を生かして仕事を見つける」，「“好き”をそのまま仕事にする」を掲載。  

就職・転職に有利な女性の資格全ガイ 

 ド ‘10年版  

成美堂出版 2009.2 中央 

36629/139/10 

 資格選びから取得までのサクセス法と，資格紹介（収入，将来性，難易度等）を掲載。 

女性の職業のすべて 2011年版 

 

女性の職業研究会編 啓明

書房 2009.12 

東部 

36629/14/11 

 231種の職業について，仕事内容，資格の取り方，収入等がわかります。 

資格試験取り方・選び方オールガイド  

 1000  2011年版 

永岡書店 2009.7 西部 36629/36/11 

東部 36629/90/11 

 1000種類の資格（資格内容，取得のメリット，合格率，受験資格，試験内容）を掲載。 

国家試験資格試験全書 2009 自由国民社 2008.1 中央 

3174/2/09 

 国家資格等 1250資格の概要，取得方法，受験資格，内容等を掲載。 

 

５ データベースで調べる 

●日経テレコン２１ 

  ・日本経済新聞（全国版，地方経済面），日経金融新聞，日経産業新聞，日経流通新聞 MJ，   

    日経プラスワン，日経マガジンの記事検索のほか，企業情報，人事検索もできます。  

   ＊中央：新聞雑誌室と，西部で検索，閲覧できます。印刷は著作権で可能な範囲で可。 

 

６ インターネットで調べる 

●国立国会図書館「リサーチ･ナビ」 http://rnavi.ndl.go.jp/rnavi/ 

   キーワードに「企業」や「業界」と入れて検索します。「リスト情報（企業等）」，「当館で 

  所蔵する代表的な企業・団体リスト(産業別･分野別）」，「業界動向一般」，「インターネッ  

  ト上の主な企業･団体リスト」などが見られます。 

●NIKKEI NET  http://www.nikkei.co.jp/  

   企業情報を検索して見られます。 

●YAHOO!JAPAN ファイナンス http://profile.yahoo.co.jp/ 

   企業情報を検索して見られます。 

＊ このほか，各会社・企業のホームページに，企業情報（例：会社概況，経営理念，財務情  

  報，事業報告書，決算，有価証券報告書，株価など）が掲載されていることがあります。 

☆ジョブカフェちば ☆ http://www.ccjc-net.or.jp/~jobcafe/index.html 

   若者の就職支援情報が見られます。  

☆千葉県産業人材育成施設サイト ☆ http://wwwp.pref.chiba.lg.jp/pbjdb/ 

  スキルアップを図るための人材育成（職業訓練）施設や実施コースの情報が見られます。 

☆ハローワークインターネットサービス ☆ http://www.hellowork.go.jp/ 

  求人情報検索，お役立ち情報（仕事をお探しの方〔求職申込み手続きのご案内ほか〕，事 

   業主の方），ハローワーク等所在地情報，失業者生活関連情報Ｑ＆Ａなどが見られます。 

http://rnavi.ndl.go.jp/rnavi/
http://www.nikkei.co.jp/
http://profile.yahoo.co.jp/
http://www.ccjc-net.or.jp/~jobcafe/index.html
http://wwwp.pref.chiba.lg.jp/pbjdb/
http://www.hellowork.go.jp/

