ビジネス版

レファレンス
ガ イ ド
No.１
福岡市総合図書館
図書サービス課 相談係

企業情報をしらべる
企業の代表者や所在地といった基本的な情報から、株価や財務諸
表などの詳細情報まで、さまざまな情報を調べることができます。
目的にあった資料等を使うことで、必要とする情報を効率よく探す
ことができます。企業情報は、以下の資料やインターネットなどで
調べることができます。

092-852-0632
■図 書
【全国の企業情報】
『帝国データバンク会社年鑑』
（帝国データバンク）2 階 C3

R335.03/ﾃ/ｷｶﾝ 1

東日本編・西日本編

都道府県別五十音順に、上場・未上場を含む約 14 万社の情報を掲載しています。
『会社四季報』
（東洋経済新報社

季刊）2 階 C3 R338.15/ｶ

国内の上場会社約 4000 社を掲載。季刊雑誌のため新しい情報を見ることができます。
『会社四季報

未上場会社版』
（東洋経済新報社 季刊）2 階 C3

R338.15/ｶ

上場持株会社傘下の中核企業、世界的技術を有する企業、株式上場をめざす企業、成長著しいベンチャー
企業などを収録しています。
『日本の企業グループ』
（東洋経済新報社）2 階 C3 R335.03/ﾆ/ｷｶﾝ 1
上場企業傘下の国内グループ会社(連結子会社、持分法適用会社他)の概要を調査・整理したものです。
【九州・福岡の企業情報】
『東商信用録

九州版』
（東京商工リサーチ福岡支社）2 階 C3

R335.03/ﾄ/ｷｶﾝ 1

九州８県の上場・未上場を含む約 2800 社を掲載。東京商工リサーチ社による格付の記載があります。
『東経会社要覧』
（東京経済）2 階 C3 R335.03/ﾄ/ｷｶﾝ 1
北九州・筑豊・大分 / 福岡・筑後 / 熊本・佐賀・長崎 / 鹿児島・宮崎・沖縄 の４冊あります。
『福岡の会社情報』
（ふくおか経済・(株)地域情報センター）2 階 C3

R335.03/ﾌ/ｷｶﾝ 1

地場企業の業績、役員などのほか、県外に本社を置く出先企業の概要も収録しています。
『九州の元気の源 800』
（九州地域産業活性化センター）2 階 C3

R335.03/ｷ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ 2

公的機関からの表彰や、マスコミ・経済誌等で紹介された九州の注目企業 824 社を収集しています。
【外国の企業情報】
『外資系企業総覧』
（東洋経済新報社）2 階 C3

R335.03/ｶﾞ/ｷｶﾝ 1

3000 社以上のデータを掲載。外資系企業の最新動向や各種ランキング、進出・撤退情報などがわかります。
『海外進出企業総覧』会社別編・国別編（東洋経済新報社）2 階 C3

R335.5/ｶ

日本の有力企業が展開する、海外現地法人・支店事務所などを収録しています。所在地・連絡先・代表者・
設立年月・資本金・売上高・事業内容などの詳細な情報を掲載しています。

『中国進出企業一覧』上場会社篇・非上場会社篇（蒼蒼社）2 階 C3

R335.36/ﾁ/ｷｶﾝ 1

日本企業の中国進出状況を調査したデータブック。会社ごとに所在地・連絡先・代表者・成立年月・資本金・
業務内容などの情報を掲載しています。
■データベース ～ご利用の際は２階相談カウンターまで～
「ＴＳＲ 企業情報ファイル」
（東京商工リサーチ）
日本全国の大企業から中小企業 50 万社について、資本金・規模・代表者・販売先・取引金融機関・業績・
概況等の詳細なデータを収録。社名からの検索のほか、検索条件を組み合わせて企業をセレクトすることも
できます。
「日経テレコン 21」
（日本経済新聞デジタルメディア）
日本経済新聞社が調査した全国主要企業約３万社の企業情報、企業決算、人事情報がわかります。ビジネス
に関連する各種ランキングや業界ごとの新聞記事を検索することもできます。また、統計データからは
ＧＤＰや為替相場、国際収支といった指標を表で見ることができます。
「官報情報検索サービス」（国立印刷局）
国の機関紙である官報に掲載された、決算公告の検索および閲覧ができるオンラインデータベース。公告内
容は貸借対照表、損益計算書（大会社のみ）
、またはその要約。官報は紙媒体でも所蔵があります。
■インターネット（201７年 11 月確認）
「ＥＤＩＮＥＴ（エディネット）
」

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に関する電子開示システム』のことで企業が財務局
に提出した情報を見ることができます。事業内容や財務状況、その他多くの情報がわかります。
「福岡商工会議所ホームページ」

http://www.fukunet.or.jp/

The 商談モール＞会員企業検索の画面から、業種別・地域別に企業情報を見ることができます。
「インターネット版官報」 http://kanpou.npb.go.jp/
30 日分の官報（本紙・号外・政府調達等）を閲覧することができます。
※企業によっては自社のＨＰ上で情報公開していることもあります。

■2 階Ｃ3 のビジネスコーナーには、企業、業界動向、統計などビジネスに役立つ資料を集めています！
■2 階Ｃ２キカン 2 には産業別の名鑑があります。会社総覧・会社録・年鑑・総覧・便覧・名簿などの書名の本
にも情報があります。
■企業によっては社史や CSR レポート（企業の社会的責任に関する報告書）を所蔵しています。館内の検索機
で検索条件を“件名”とし、企業名を入力して検索してください。

★2 階相談カウンターではお調べもののお手伝いをしています。お気軽にご利用ください★

ビジネス版

レファレンス 業界動向をしらべる①
ガ イ ド

業界動向を知るためには、企業情報、市場規模、マーケットシェ

ア、経営指標、統計情報など様々な情報源があります。これらの

No.2
福岡市総合図書館

情報は以下の資料で調べることができます。
ビジネス版レファレンスガイド No.1“企業情報を調べる”、
No.3“業界動向をしらべる②”も合わせてご利用下さい！

図書サービス課 相談係

092-852-0632

■図 書
【業界動向全般】
『業種別審査事典』
（金融財政事情研究会）2 階 C3 R338.55/ｷﾞ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ 1
1290 業種を分野別に収録。業種の特色、市場規模、業界の動向、関連団体などの情報が掲載されています。
巻末には各巻別収録業種一覧、収録業種総索引があります。全１０巻。
『業種別業界情報』
（中小企業動向調査会／編著 経営情報出版社 ）2 階 C3 R603.6/ｷﾞ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ 1
350 業種を収録し、最近の業界動向、マーケットデータ、業界の特性、ノウハウ、今後の課題/将来性の項
目を見開き 2 ページで簡潔に解説。資料として、主な中小企業関係機関一覧があります。
『九州経済白書』
（九州経済調査協会）2 階 C3

R332.19/ｷ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ 2

九州に特化した経済動向がわかります。
【分野別業界動向】
・2 階 C3 にある分野別年鑑には、その業種の動向、各種統計などが掲載されています。
・1 階には、
『図解入門 業界研究 How‐nual』シリーズや『最新業界の常識』シリーズなどもあります。
【マーケットシェア】
『日経シェア調査』
（日経産業新聞／編

日本経済新聞出版社）2 階 C3

R675.2/ﾆ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ 2

2011 年版までのタイトルは『日経市場占有率』。201 品目について市場占有率を掲載しています。
『日本マーケットシェア事典』
（矢野経済研究所）2 階 C3

R605.9/ﾆ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ 1

それぞれの業界の生産・販売動向などの概況と項目ごとのシェアが掲載されています。
【統計情報】
『ビジネスデータ検索事典』
（日本能率協会総合研究所）2 階 C3

R350.31/ﾋﾞ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ 2

社会経済統計編と業界別統計編に分けられており、目次や索引から調べることができます。探している統計
が掲載されている資料の書誌情報、URL が掲載されています。
※C16 には当館が所蔵している各種統計の最新のものを置いています。あわせてご利用下さい。

【経営指標・財務指標】
『小企業の経営指標』
（日本政策金融公庫総合研究所／編

中小企業リサーチセンター）
2 階 C3

R335.35/ｼ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ 2

“建設業、製造業”と“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、サービス業”の 2 種類があり、それぞれ隔年で出版。従業者数 50 人未満、530 業種の企業に調査して
作成。最新の調査結果はインターネット上で確認できます。
日本政策金融公庫＞刊行物・調査結果総合研究所＞調査結果＞中小企業の経営等に関する調査
『中小企業実態基本調査に基づく中小企業の財務指標』
（中小企業診断協会／編 同友館）2 階 C3

R336.83/ﾁ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ 2

2007 年までのタイトルは『中小企業の財務指標』
。大分類 12 業種および中分類 66 業種について、財務
指標比率や分析コメントなどが掲載されています。
『産業別財務データハンドブック』
（日本政策投資銀行設備投資研究所／編集 日本経済研究所）2 階 C3

R336.83/ｻ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ 2

東京、大阪、名古屋の証券取引所 1 部・2 部上場会社のうち 11 年以上上場している会社を対象とし、107
の産業別に財務データを集計しています。
『全国企業財務諸表分析統計』
（帝国データバンク）2 階 C3

R336.83/ｾﾞ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ 2

様々な企業の財務諸表を分析し、重要性の高い 56 項目を産業別・規模別に掲載しています。
【その他】
『日経 MJ トレンド情報源』
（日経 MJ(流通新聞)／編 日本経済新聞社）2 階 C3

R675/ﾆ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ 1

小売、卸、物流など流通業業界のほか、フード、ファッション、娯楽など消費に関わる分野についての最新
トレンドを掲載しているほか、日本の小売業調査、卸売業調査などのデータもあります。
『最新業界地図』
（成美堂出版編集部／編

成美堂出版）2 階 C3

R602.1/ｻ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ 1

161 業界についてその業界内の企業勢力関係、業績数字等を図で表しています。また、業界の動向や規模
やリンクする業界の掲載ページも紹介しています。
■インターネット情報（2017 年１０月確認）
・金融機関のホームページには、それぞれの機関が公表する調査やレポートが掲載されています。
例：みずほ銀行「産業情報」→

ホーム＞法人のお客さま＞金融経済情報＞産業情報

【https://www.mizuhobank.co.jp/corporate/bizinfo/industry/index.html】
三井住友銀行「産業レポート」

→

ホーム＞法人のお客さま＞経済・業界動向に関するレポート
【http://www.smbc.co.jp/hojin/report/】

三菱東京ＵＦＪ銀行「経済・産業レポートとマーケット情報」→

ホーム＞金融経済情報

【http://www.bk.mufg.jp/rept_mkt/sangyo/index.html】

・Keizai report.com（ナレッジジャングル）【http://www3.keizaireport.com/】
経済レポートをまとめているサイト。産業レポートでは、業種別に調べることができます。
★2 階相談カウンターではお調べもののお手伝いをしています。お気軽にご利用ください★

ビジネス版

レファレンス 業界動向をしらべる②
ガ イ ド
業界動向を知るためには、図書資料以外にも、雑誌、新聞、
データベース、インターネットで調べることができます。これら
のツールは図書よりも新しい情報を手に入れることが可能です。
ぜひビジネスに、就職活動にお役立てください！
ビジネス版レファレンスガイド No.1“企業情報をしらべる”、
No.２“業界動向をしらべる①”もあわせてご利用下さい。

No.3
福岡市総合図書館
図書サービス課 相談係

092-852-0632

■雑

誌

2 階 MⅠ-1～6・MⅡ-1～6 の書架には、各種専門雑誌を置いています。このような専門誌・業界誌には業界
動向、業界展望などが掲載されることがあります。また 1 階雑誌コーナーにも、ビジネス誌があります。
所蔵している雑誌の一部をご紹介します。
２階 MⅠ・MⅡ
『倒産月報』
（東京商工リサーチ

月刊）2 階 MⅠ-4

毎月東京商工リサーチの全国支社が取材した倒産集計を取りまとめ、データに加工して提供。
『消費者物価指数月報』
（日本統計協会

月刊）2 階 MⅠ-4

消費者世帯が購入する商品およびサービスの価格を総合した物価指数、上昇率を収録。
『酒類食品統計月報』
（日刊経済通信社

月刊）2 階 MⅠ-4

酒類・食品業界の公的データと独自データによる業種の解説。月替わりで各業種を分析しています。
『月刊麺業界』
（食品産業新聞社

月刊）2 階 MⅡ-5

めん類業界の生産・流通状況を報道解説しています。
『土木技術』
（土木技術社 月刊）2 階ＭⅡ-6
土木構造物に関する新技術の紹介や設計･施工例･工事報告の解説等があります。
雑誌記事は、データベース

1 階雑誌
『週刊エコノミスト』
（毎日新聞社

週刊）1 階 82B

総合経済・ビジネス誌。世界経済をグローバルな視点から分析。
『日経ビジネス』
（日経 BP 社

週刊）1 階 82B

マ

ガ

ジ

ン

プ

ラ

ス

「magazineplus」で検索でき
ます。ご利用の際は２階
カウンターまで！

経営・管理上の意思決定と判断に役立つ内外の経済・経営情報を提供。
同出版社から出ている『日経ビジネス Associe』（月 2 回刊）では、ビジネスに役立つスキルを紹介。
『週刊東洋経済』
（東洋経済新報社

週刊）1 階 82B

120 年以上の歴史と実績を誇る、経済ビジネス情報誌。徹底した取材とデータ分析に基づく特集記事、
ニュース、ビジネスレポートなどを掲載。

■新

聞

2 階新聞コーナーには、業界紙を置いています。刊行頻度や所蔵期間は新聞ごとに異なります。
所蔵している新聞の一部をご紹介します。
・日経産業新聞（日刊） 企業情報、技術・科学ニュース、海外情報などを掲載する専門紙。
・日経 MJ（流通新聞）
（週 3 回）
ビジネスを消費の視点から捉える流通・マーケティング専門紙。
・日刊工業新聞（日刊） モノづくり、中小企業、技術を柱に広範なビジネス･テクノロジー情報を報道。
・建設通信新聞（日刊） 建設産業界全般にわたる情報と解説。
・九 建 日 報 （ 日 刊 ）

主に九州地区を対象に、建設業界のニュースを報道解説。

・電 波 新 聞 （ 日 刊 ）

電気全般に関わる報道紙。電波行政･放送通信業界・民放広告業界もカバー。

・日本農業新聞（日刊）

農業時事問題、経営技術、生産･市場動向、資器材、地方農業の動向等の情報を提供。

・日刊水産経済新聞（日刊）

水産・流通･食品業界を対象に、水揚高・市況･慣例行政などの動向を紹介。

・日本海事新聞（日刊） 海運、造船、港運、倉庫、港湾、国際総合輸送などの各業界ニュースを網羅。

■データベース ～ご利用の際は２階相談カウンターまで～
「日経テレコン 21」（日本経済新聞デジタルメディア）
日経四紙の記事検索や約 3 万社の企業のデータを収録した企業検索などができます。また、
【景気・企業統計】、
【物価・市況・金利】
、
【消費・雇用】
、
【生産関係】などのデータ・統計情報も確認できます。
「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 万社を社名など 29 項目から検索することができます。企業の代表者・
創業年月・資本金・従業員数など詳細な企業情報がわかります。
「官報情報検索サービス」
（国立印刷局）
官報には、法律の公布の情報のほか、会社決算公告、合併広告、解散広告などが掲載されます。
昭和 22 年 5 月～当日発行分の官報が検索可能です。日付による検索のほか、キーワードで記事を検索する
こともできます。また、インターネット版『官報』
【http://kanpou.npb.go.jp/】では、30 日分の官報を
無料で見ることができます。
「magazineplus（マガジンプラス）
」（日外アソシエーツ）
一般誌から専門誌、大学紀要、海外誌紙まで収録した日本最大規模の雑誌・論文情報（見出し）データベース
です。雑誌 32,128 誌＋図書 13,124 冊の、論文・記事 1,675 万件を収録しています。
（2017.6 現在）

■インターネット情報（2017 年 10 月確認）
「帝国データバンク」 景気・業界の動向 【http://www.tdb.co.jp/report/index.html】
主要業界を快晴から雷雨まで 7 段階のお天気マークで表しています。レポートも読むことができます。
「ジェトロ

日本貿易振興機構」

【http://www.jetro.go.jp/indexj.html】

国・地域別、産業別に海外のビジネス情報を掲載。各種調査レポートもあり、キーワード検索も可能です。
「福岡商工会議所」 調査

【http://www.fukunet.or.jp/reports/】

地場産業の経営動向調査など、調査報告書を平成 11 年度分から見ることができます。

各業界団体の HP に、
業界動向が掲載されて
いることもあります。

★2 階相談カウンターではお調べもののお手伝いをしています。お気軽にご利用ください★
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福岡市総合図書館

団体情報をしらべる
公益法人、ＮＰＯ法人、各種業界団体など、さまざまな目的
を持って設立された団体が多数あります。所在地、活動内容、
役員名などの団体情報は、以下の資料やインターネットなどで
調べることができます。

図書サービス課 相談係

092-852-0632

■図 書
【全般的な団体情報】
『全国各種団体名鑑 上・中・下巻』（原書房）2 階 C2 R061/ｾﾞ/ｷｶﾝ 5
全国の各種団体、公益法人などを 11 に分類し、団体の概要や役員名などを掲載しています。
【学会・研究機関情報】
『学会名鑑』（日本学術協力財団／編集 日本学術協力財団）2 階 C2 R061/ｶﾞ/ｷｶﾝ 5
1,767 の学術研究団体の概要、沿革、目的などの情報を分野別に収録。学会名称の五十音順
索引があります。
【公社・公益法人関係】
『独立行政法人・特殊法人総覧』（行政管理研究センター）2 階 C2 R335.7/ﾄﾞ/ｷｶﾝ 5
独立行政法人及び特殊法人を各所管ごとに掲載。設立目的、業務の範囲、組織の概要などの情
報があります。
『助成団体要覧』（助成財団センター）2 階 C2 R061/ｼﾞ/ｷｶﾝ 5
財団法人等 1,468 団体の団体概要ならびに助成事業内容を掲載しています。
省庁ごとに『国土交通省関係公益法人便覧』、『文部科学省関係法人名鑑』などもあります。
【各種団体情報】
『ふくおか NPO50 CSR パートナーカタログ』
（福岡県 NPO・ボランティアセンター）2 階 C2 R335.8/ﾌ/ｷｶﾝ 5
福岡県内を拠点とする、企業との協働に積極的な NPO 50 団体を取材し、まとめています。
『認定 NPO 法人名鑑』
（『認定 NPO 法人名鑑』編集部／編著 技術評論社）2 階 C2 R335.8/ﾆ/ｷｶﾝ 5
国税庁より認定を受けた認定 NPO 法人 265 団体、所轄庁より 2012 年内に認定を受けた
認定 NPO 法人 43 団体を掲載。活動の趣旨や事業の内容などを紹介しています。

『政治団体名簿』（政治資金制度研究会／編 地方財務協会）2 階 C2 R315.1/ｾ/ｷｶﾝ 5
総務大臣届出の政党、政治資金団体などの政治団体を 50 音順に掲載しています。
『専門情報機関総覧』（専門図書館協議会）2 階 C2 R018.03/ｾ/ｷｶﾝ 5
特定分野の資料を収集し、一定の人々の利用に供する機関や事業組織の中の資料・情報部門を
収録しています。索引、統計があります。
このほか、2 階 C2 には『全国主要労働組合一覧』（労務行政）、『全国組織女性団体名簿』（市川
房枝記念会女性政治センター出版部）、『運輸関係団体名簿』（運輸振興協会）などもあります。
※2 階Ｃ２キカン 2 は産業別の名鑑を集めています。総覧・便覧・名簿などの書名の本にも情報
があります。

■インターネット（2017 年 10 月確認）
「公益法人 information」 【https://www.koeki-info.go.jp/】
内閣府が運用しているデータベース。国・都道府県所管の公益法人・特例民法法人の名称、
所管官庁、住所、事業の種類等を案内しています。
「researchmap」 【http://researchmap.jp/】
国内の大学、公的研究機関等の研究者の情報が検索できます。
「学会名鑑」 【https://gakkai.jst.go.jp/gakkai/】
日本の主要学術団体の各種データを収録・公開しています。
学会の分野別 50 音別から検索できます。
「日本のシンクタンク情報【研究機関】検索」 【http://niradb.jp/search/tk1/】
キーワード検索や機関名、組織形態、都道府県などの項目検索もできます。
「国際協力ＮＧＯダイレクトリー」 【http://www.janic.org/directory/】
日本の国際協力ＮＧＯ団体を収録。キーワードや活動地域などから検索することができます。

★2 階相談カウンターではお調べもののお手伝いをしています。お気軽にご利用ください★

起業するには

ビジネス版

レファレンス
ガ イ ド

起業に興味があるけどどうしていいのかわからない、成功の秘訣
を知りたい、各種手続きや資金について知りたい、このような時に
役立つ本を紹介しています。相談会やセミナーなどの情報を発信し
ているＨＰも載せていますので、ご活用ください。

No.5

～起業・経営相談会

開催中！～

福岡市総合図書館

総合図書館では中小企業診断士による無料の個別相談を

図書サービス課 相談係

第２・第４日曜日に行っています。詳しくはカウンターまで。

092-852-0632

■図 書
【起業全般】
『個人事業のはじめ方がすぐわかる本

開業手順から事業計画の立て方各種書類の記載方法まで』
（ヒューマン・プライム／著

『個人事業と株式会社のメリット・デメリットがぜんぶわかる本

成美堂出版）1 階ポ 67

改訂版 独立するならどっち!?

335/ｺ

』

（関根 俊輔／著 新星出版社）分館所蔵

335/ｷﾞ

【業種別】
『はじめての「カレー屋さん」オープン BOOK

お店やろうよ！シリーズ』
（Business Train／著

技術評論社）

シリーズに雑貨屋、カフェ、ネットショップ、ネイル・まつ毛サロンなどがあります。
『最新介護ビジネスの動向とカラクリがよ〜くわかる本

図解入門業界研究』（秀和システム）

シリーズにカウンセリング業界、健康ビジネス、ゲーム業界、美容業界などがあります。
『最強の農起業!』
（畔柳 茂樹／著

かんき出版）１階ポ 76

625.64/ｸ

農業の起業について書かれた本です。ほかに『ゼロから始めて確実に夢を叶える農業起業』（みらいパブリ
ッシング）などもあります。
『図解ＮＰＯ法人の設立と運営のしかた』
（宮入 賢一郎／著 中澤 正人／著

日本実業出版社）１階ポ 67

335.8/ｽﾞ

【その他】
『マイペースで働く!女子のひとり起業』
（滝岡 幸子／著

同文舘出版）１階ポ 67 335/ﾀ

『小さなお店のつくり方 育児しながら起業編』（辰巳出版）1 階ポ 76
『シニア起業の成功術 ：

独立起業のやり方からビジネスプランの策定まで』
（志村 和次郎／著 中央経済社）1 階ポ 67

『1 万円起業 ：

673/ﾁ
335/ｼ

片手間で始めてじゅうぶんな収入を稼ぐ方』
（クリス・ギレボー／著 本田 直之／監訳 飛鳥新社）１階ポ 67

335/ｷﾞ

【事業計画・手続き・各種届出】
『
「事業計画書」のつくり方』
（原 尚美／著

日本実業出版社）1 階ポ 67

『最新起業のための設立&運営手続きサポートマニュアル

：

336.1/ﾊ

事業者必携』

（大沢 豪／監修 三修社）1 階ポ 67

335/ｻ

『最新開業・許認可手続きの法律と申請書式 60』
（元榮 太一郎／監修 三修社）分館所蔵
『Q&A 法人登記の実務社会福祉法人』
（山中 正登／著 日本加除出版）2 階 D14

673/ｻ

369.14/ﾔ

シリーズに宗教法人、ＮＰＯ法人も所蔵しています。
【資金・税金・補助金】
『中小企業のための補助金・助成金徹底活用法』
（経士会／監修

同友館）2 階 D13

335.35/ﾁ

『創業補助金：融資にも使える事業計画書パーフェクトマニュアル付き』
（若狹 清史／著

東峰書房）１階ポ 67

335.35/ﾜ

■インターネット（201７年 10 月確認）
福岡市の起業創業応援サイト【http://sougyou.city.fukuoka.lg.jp/】
福岡市で起業する人のために、無料相談会・資金調達・事務所探し・支援機関などを紹介しています。
構想から手続きまでを援助する『開業ハンドブック』がダウンロードできます。
Ｊ-ＮＥＴ21 中小企業ビジネス支援サイト【http://j-net21.smrj.go.jp/】
起業の計画・準備などを項目別に紹介しています。また、サービス業、飲食業など業種別開業ガイドがあり、
必要な手続き、必要資金例、売上計画例などが掲載されています。
九州新規事業支援ガイド（九州経済産業局）
【http://www.kyushu.meti.go.jp/seisaku/sogyo/shinki/sesaku-jinzai/index.html】
起業を考えている方や中小企業者に対して、資金調達・ビジネスマッチング・研究開発や特許申請・人材育成
などなど様々な相談窓口を紹介しています。
■他機関
福岡市スタートアップカフェ【http://www.startupcafe.jp/】
福岡市中央区大名 2-6-11

FUKUOKA Growth Next 1 階

080-3940-9455

創業を志す方をサポートする施設です。相談員が起業の構想を具体化するために、あらゆる相談を無料で
受け付けています。さまざまな講演会・勉強会なども開催しています。
福岡県よろず支援拠点【https://yoroz.biz/】
福岡市博多区吉塚本町９－１５

福岡県中小企業振興センタービル６Ｆ

092-622-7809

中小企業・小規模事業者・創業希望者の方々がすぐに使えて、具体的で、なるべくお金をかけない色々な取組
をサポートするために、無料経営相談や各種セミナーを行っています。
★2 階相談カウンターではお調べもののお手伝いをしています。お気軽にご利用ください★
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判例をしらべる
過去に下された裁判、裁判上の先例、判決のうち現在拘束力を持
つものなど、判例の定義はさまざまですが、その後の判決に大きな
影響を与えます。しかし、こうした判例のうち、一般に公表されて
いる判例は約 0.05％にすぎないといわれています。では、この
0.05％の情報を調べるためにはどのような方法があるのでしょう

福岡市総合図書館

か？今回は戦後の判例の探し方を紹介します。

図書サービス課 相談係

092-852-0632

■資 料
【判例集】 ※[ ]内は略称
『最高裁判所判例集』民事篇は[民集]

刑事篇は [刑集]（法曹界

月刊）2 階 D3

第 33 巻 5 号（昭和 54 年 7～9 月分）から所蔵。民事・刑事の二部構成。法条索引、事件番号、索引、
年月日索引も一年ごとに発行。第 1 巻（昭和 22 年）から第 29 巻 11 号（昭和 50 年）まではそれぞれ
『最高裁判所民事判例集』
、
『最高裁判所刑事判例集』として刊行されています。
『最高裁判所判例解説 民事篇』[判解民] (法曹会 年刊）

2 階 D4

R326.09/ｻ

『最高裁判所判例解説 刑事篇』[判解刑]（法曹会 年刊）

2 階 D4

R326.09/ｻ

昭和 29 年より所蔵。最高裁判所判例集に登載された判例の決定要旨、参照条文、解説を掲載しています。
『高等裁判所判例集』[高刑集][高民集]（最高裁判所判例調査会

刊行終了）2 階 D3

第 1 巻 1 号（昭和 22 年）より所蔵。第 54 巻第 2 号（平成 13 年度）で休刊。
『刑事裁判月報』[刑裁月報]（法曹会

不定期刊）閉架書庫

第 14 巻 5・6 号（昭和 57 年 5・6 月分登載）より第 18 巻第 5・6 号（昭和 61 年 5・6 月分登載）
まで所蔵。下級裁判所における刑事に関する判例のうちから選択して登載しています。
『行政事件裁判例集』[行集]（法曹界

月刊）閉架書庫

第 46 巻 11 号（平成 7 年 10.11 月分登載）より第 48 巻 11・12 号（平成 9 年 11･12 月分登載）
まで所蔵しています。
【図書】
『模範六法』
（三省堂）2 階 D1

R320.91/ﾓ

『有斐閣判例六法』
（有斐閣）2 階 D1 R320.91/ﾕ

※このほか、検索機で「件名」に“判例”と法律名などを入力すると、特定分野の判例を集めた資料等を検索
することができます。
例） “判例”×“労働”で検索すると・・・
『労働判例解説集』
（法律時報「労働判例研究」編集委員会／編

日本評論社）2 階 D16

R366.18/ﾛ

『労働時間・休日・休暇をめぐる紛争事例解説集』
（浅井 隆／編 新日本法規出版）2 階 D16

366.32/ﾛ

“判例”×“医療”で検索すると・・・
『医療事故の刑事判例 新版』
（中山 研一・甲斐 克則／編著
『ナースのための看護過誤判例集』
（奥津 康祐／編・著

成文堂）2 階 E10

ﾌﾞｲﾂｰｿﾘｭｰｼｮﾝ）2 階 E10

498.12/ｲ
498.12/ｵ

【雑誌】 ※[ ]内は略称
『判例時報』[判時]（判例時報社

月 3 回刊）

『判例タイムズ』[判タ]（判例タイムズ社

2 階 MⅠ5

月 1 回刊）

※バックナンバーは

『判例百選（別冊ジュリスト）
』[百選]（有斐閣 不定期刊）
『重要判例解説（ジュリスト

臨時増刊）
』[重判]（有斐閣

年刊）

『私法判例リマークス（法律時報別冊）
』[ﾘﾏｰｸｽ]（日本評論社

2 階 D4

年 2 回）2 階 MⅠ5※ﾊﾞｯｸﾅﾝﾊﾞｰは閉架書庫

『交通事故民事裁判例集』[交民]（ぎょうせい 隔月刊）2 階 D4
■データベース ～ご利用の際は２階相談カウンターまで～
「Ｄ1-Ｌａｗ」
（第一法規出版）
20 万件以上の判例を収録しているオンラインデータベース。裁判年月日、裁判所、参照法令などの項目の
ほか、フリーワードでも検索でき、判例要旨、本文などを見ることができます。
「旬刊金融法務事情」
（金融財政事情研究会）
金融取引に関する重要判例を掲載している雑誌『旬刊金融法務事情』の創刊号（1953 年）から 1936 号
（2011 年 12 月 25 日号）までを DVD に収録しています。
「ジュリスト」
（有斐閣）
『ジュリスト』創刊号から 1435 号（2011 年 12 月 15 日号）までの情報をＤＶＤに収録。論文・記事・
判例評釈検索や判例検索ができます。
「別冊ジュリスト 判例百選ＤＶＤ」
（有斐閣）
『判例百選』
、
『重要判例解説』
、
『基本判例解説シリーズ』などに収録された記事を検索できます。判例につ
いては、任意語、裁判所、事件番号、裁判日付から検索可。
『判例百選』は創刊号から 165 号まで、
『重要
判例解説』は創刊号から 1332 号までを収録しています。
■インターネット（2017 年 11 月確認）
「裁判例情報」
【http://www.courts.go.jp/】
裁判所ホームページ内の裁判例情報で、判例の検索をすることができます。

★2 階相談カウンターではお調べもののお手伝いをしています。お気軽にご利用ください★

土地の価格（地価）
をしらべる
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公的な不動産評価の制度として、地価公示・都道府県地価調査・

No.7

相続税評価（路線価）・固定資産税評価の４種類があります。
それぞれ根拠となる規定や評価する機関に違いがありますが、大

福岡市総合図書館

別すると、前者二つが土地取引の指標等を目的に公示されるもの、

図書サービス課 相談係

後者二つが国税・地方税のための課税標準額を定めることを目的に

092-852-0632

評価するものになります。その他、民間の機関によって調査が行わ
れている例もあります。
これらは、以下の資料やインターネットで調べることができます。

＊地価は、それぞれ標準地の１平方メートル当たりの価格（円）です
■資 料
【地価公示】
『官報』2 階 D2～3
毎年 3 月下旬の官報号外に「地価公示法の規定により標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定した件」
として地価公示価格を掲載。総合図書館には官報のデータベースもあります。
『地価公示』
（土地鑑定委員会／編

国土交通省土地鑑定委員会

年刊）2 階 C3

R334.6/ﾁ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ 2

地価公示法の規定により標準地の単位面積当たりの正常な価格を、毎年 1 月 1 日を基準日として判定。
上記の『官報』に掲載されたものです。バックナンバーは C17、古いものは書庫にあります。
『福岡県地価公示価格要覧』
（資料整備委員会/編集 福岡県不動産鑑定士協会）2 階 K11 K334/000/ﾌ
福岡県内の地価公示が確認できます。また福岡県内の概況として、地域ごとの地価の変動率など特徴的な
地価動向について記述があります。
【都道府県地価調査】
（※平成 23 年度版以降冊子体では刊行されていません）
国土交通省のホームページから「地価公示・都道府県地価調査」をご利用ください。
国交省＞土地総合情報システム＞地価公示・都道府県地価調査
【http://www.land.mlit.go.jp/landPrice/AriaServlet?MOD=2&TYP=0】
【相続税評価（路線価）
】
『路線価図（財産評価基準書 福岡国税局管内）』
（大蔵財務協会 年刊）2 階 K11

K345/000/ﾛ

国税庁が毎年 1 月 1 日時点で、公示価格の 8 割程度を基準に評価し毎年 8 月に価格を公表。福岡県分
を所蔵。古いものは書庫にあります。
『評価倍率表（財産評価基準書 福岡国税局管内）』
（大蔵財務協会 年刊）2 階 K11

K345/000/ﾋ

路線価の設定されていない地域に存する宅地について、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて相続
財産評価額を算出。福岡県分を所蔵。古いものは書庫にあります。

古い年代の地価について
【その他】
『昭和国勢総覧

調べるならこれ！
第 2 巻』
（東洋経済新報社

1991 年）2 階 D6

R351/ｼ

過去の地価として、都道府県別の住宅敷地価額（昭和 40～63 年度）、東京・大阪・名古屋圏などの地価公
示価格（昭和 46～63 年）がわかります。
『日本長期統計総覧 第 3 巻』
（総務省統計局／監修 日本統計協会

2006 年）2 階 D6

R351/ﾆ

用途地域別市街地価格指数（昭和 30～平成 16 年）、圏域、用途地域別地価変動率（昭和 52～平成 16 年）
のデータがあります。
『福岡県地価図』
（福岡県宅地建物取引業協会）2 階 K11

K334/000/ﾌ

市町村名索引より、県内の各地点の地価を確認することができます。2003、2004 年版には付属の
CD-ROM が付いています。
※このほか 2 階Ｃ16 の『土地白書』（国土交通省／編集

勝美印刷

年刊）には、地価は載っていませんが

土地に関する施策や動向などがわかります。

■インターネット（2017 年 11 月確認）
「土地の価格」国土交通省ホームページ内 【http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/index.html】
国土交通省＞建設産業・不動産業＞土地関係
“土地の価格”から、地価公示•不動産価格指数、主要都市の高度利用地地価動向報告、都道府県地価調査、
主な公的土地評価一覧を見ることができます。
「土地総合情報システム」

【http://www.land.mlit.go.jp/webland/】

不動産取引価格情報、地価公示・都道府県地価調査の検索システムです。
「地価情報提供」
（財）土地情報センターホームページ内【http://www.lic.or.jp/landinfo/】
地価公示・都道府県地価調査価格の検索ができます。
「財産評価基準書」国税庁ホームページ内【http://www.rosenka.nta.go.jp/】
過去 6 年分の路線価図・評価倍率表を見ることができます。
「福岡市の地価公示と地価（標準地価）調査」
福岡市ホーム ＞ 市政全般 ＞交通・道路・都市整備 ＞ 都市整備 ＞地価
【http://www.city.fukuoka.lg.jp/zaisei/zaisan/machi/26_K_2_2_2_2.html】
福岡市分の地価公示、地価調査を掲載。価格や変動率の順位一覧や各標準地点の価格の推移などの
データもあります。
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レファレンス
ガ イ ド
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福岡市総合図書館

地図をしらべる
地図には、縮尺に応じて平均的に表した一般図と、特定の主題に
重点を置いて表した主題図に大きく分けられます。地図を探す場合
は、地図の種類、いつの時代を扱ったものか、どの地域かなどの
条件によって調査する地図が異なります。
主な地図は、以下の資料やインターネットなどで調べることがで
きます。

図書サービス課 相談係

092-852-0632

～地図のコピーについて～
著作権法により、図書館での地図のコピー範囲は見開き頁の半分までです。1 枚ものの地図は、１枚の
半分までです。
（※国土地理院地形図は除く）
2 回に分けたり、別の日にコピーすることもできません。何人かで分けて両面を全てコピーすることも
できません。著作権法の範囲内でのご利用をお願い致します。ご不明な点は職員までお尋ね下さい。

■資 料
【住宅地図】
（ゼンリン）2 階 F1
建物名や居住者名を記載している地図で、索引図、町名索引、主要目標物索引で探すことができます。九州・
山口各県、東京 23 区、政令指定都市を所蔵。バックナンバーはそれぞれの地域によって所蔵が異なります。
【ブルーマップ 住居表示地番対照住宅地図】
住宅地図に法務局（登記所）の地図、公図、都市計画情報を重ね合わせ、容積率、建ぺい率なども記載した地図。
福岡市のみの所蔵（※県内は福岡市・北九州市・久留米市のみの出版）で、最新のものは 2 階レファレンスカウ
ンター1 にあります。バックナンバーは、書庫にあります。
【道路地図】2 階 F2
分県地図、都市地図など冊子体や一枚ものの道路地図を所蔵しています。所蔵しているシリーズには、以下の
ものがあります。シリーズによって所蔵している地域は異なります。
『県別マップル』
（昭文社）
、
『スーパーマップル』（昭文社）など
【地形図】2 階 F5・F7
国土地理院地形図（20 万分の 1

/

5 万分 1

/ 1 万分の 1

/

2 万 5 千分の 1）を所蔵しています。福岡の

地形図のバックナンバーは、郷土資料室にあります。
【世界地図】2 階 F3・F5・F6
『最新世界地図』
（東京書籍）、
『平凡社アトラス世界地図帳』
（平凡社）などのほか、国際資料Ａ２７には外国語
の地図もあります。

【海図】2 階 F5
水深・底質・岩礁・沿岸の地形や航路標識などを表した地図。福岡県のみ所蔵しています。
【古地図】2 階 F6・F7
日本では、近世～昭和のものを所蔵しています。
そのほか、日本統治下の朝鮮半島の地図『一万分一朝鮮地形図集成』（朝鮮総督府）や『パリ都市地図集成』
（柏書房）など、地域ごとに資料がある場合もあります。
【その他の地図】
『日本地質図大系』
（通商産業省工業技術院地質調査所／監修

朝倉書店 1997 年）2 階 F6 455.1/ﾆ

北海道地方から九州地方まで 7 巻あります。
『日本地質アトラス』
（通商産業省工業技術院地質調査所／編集
『日本の活断層図』
（活断層研究会／編

朝倉書店 1993 年）2 階 F6

455.1/ﾆ

東京大学出版会 1992 年）2 階 E2 454.4/ﾆ

『都市圏活断層図 福岡』
（日本地図センター 1996 年）2 階 K38
『日本の断層マップ』
（小坂 和夫、金折 裕司／共編著 培風館

XK454/260/ﾄ
2010 年）2 階 E2

R454.4/ﾆ

そのほか、郷土資料室には『土地分類図 40 福岡県』、『福岡地盤図』などもあります。

■インターネット（2017 年 11 月確認）
「国土地理院」
【http://www.gsi.go.jp/tizu-kutyu.html】
基盤地図情報、地図・空中写真閲覧サービスのほか、古地図コレクションなどを見ることができます。
「国立国会デジタルコレクション」
【http://dl.ndl.go.jp/】
国立国会図書館所蔵の明治・大正・昭和前期に出版された図書のデジタル画像が閲覧 できます。
検索キーワードに、
“地図”や地域名を入力すると検索できます。
「産業技術総合研究所 地質調査総合センター」【https://www.gsj.jp/】
地質に関する研究をしている国の機関のＨＰです。様々な地質データーを提供しています。
「福岡県立図書館＞郷土資料室＞デジタルライブラリ」
【ttp://www.lib.pref.fukuoka.jp/hp/gallery/kyoudoindex.html】
明治期以降の福岡の地図「福岡県の近代地図」
「近代福岡市街地図」を見ることができます。
■他機関
第七管区海上保安本部海洋情報部「海の相談室」
住所：北九州市門司区西海岸 1-3-10（ＪＲ九州門司港駅から徒歩約５分） ℡：093-331-0033
【http://www1.kaiho.mlit.go.jp/KAN7/soudan/soudan.htm】
相談室内で海図を閲覧することができます。そのほか、海に関する情報を提供しています。

★2 階相談カウンターではお調べもののお手伝いをしています。お気軽にご利用ください★
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