法政大学図書館 2021 年 2 月改訂

調べ方の近道ガイド

財務データ・株価
◆請求記号：図書館資料の背に貼られたラベルの番号。 図書館の資料は請求記号順に並べられています。いわば本の住所のようなものです。
◆DB：データベースは学内のネットワーク環境で利用することができます。ほとんどのデータベースは、VPN 接続により学外からも利用可
能です。詳細は法政大学図書館 HP（ http://www.hosei.ac.jp/library/ ）
「オンライン・データベース」より確認してください。

キーワード

■OPAC で調べる
OPAC を使って法政大学の蔵書を調べられます。所蔵館や
配架場所、請求記号を確認しましょう。他館からの取り寄
せも可能です。
法政大学図書館 HP ≫ OPAC（法政大学蔵書検索）
http://opac.lib.hosei.ac.jp/

▷ OPAC や各種データベースを検索する際には適切なキー
ワードが必要です。辞書・辞典などから関連キーワードを
探しましょう。
財務分析、財務諸表、ファイナンス、金融
株式市場、日経平均、TOPIX、M&A、ダウ平均

■入門書を読んでみよう
入門書に掲載されている参考文献・引用文献から関連図書
を探すこともできます。
（一例）

イメージをつかもう

資料情報
財務会計・入門 : 企業活動を描
き出す会計情報とその活用法 /
桜井久勝, 須田一幸著，有斐閣，
2020.2

▷ 「財務データとは？」
「株価とは？」
辞書や辞典を引いて概略をつかみましょう。検索キーワー
ドを増やすのにも役立ちます。
（一例）
資料情報

配架場所

請求記号

日経キーワード 2021-20
22/ 日経 HR 編集部編著． 多・2F
日経 HR
最新基本経営学用語辞典 /
深山明他編．同文舘出版，
2015
基本会計学用語辞典 / 松
尾聿正他編．同文舘出版，
2008

222.1/NI/2021-22

配架場所

請求記号

市・1F
多・2F

226.9/SA

金融商品取引法入門 / 黒沼悦郎
著, 日本経済新聞出版社, 2018.2

市・1F
文庫新書

/日経文庫/
1288:S

会計・ファイナンス入門 / 鯖田
豊則著，税務経理協会 , 2020.10

市・1F
多・2F

226.9/SA

市・B1F 参考

225/208/2/R

入門・証券投資論 / 岸本直樹, 池
田昌幸著 : 有斐閣,2019.12.

多・2F

228.1/TO

市・1F
多・1F 参考

226.9/MA
226.9/272/2/R

理論とケースで学ぶ財務分析 /
金子智朗著 同文舘出版, 2020.7

多・2F

226.8/KA

DB Japan Knowledge
「情報・知識 imidas」
「デジタル大辞泉」などをオンライン
で調べることもできます。

■国内で出版されている図書を探す
DB BOOKPLUS
昭和元年から現在までに出版された約 524 万件の本の情報
を検索できます。

図書を探そう
DB CiNii Books
全国の 1,200 以上の大学図書館等が所蔵する図書の情報を
検索できます。

■直接本棚に行って探す
図書は NDC（日本十進分類法）の順に並んでいます。
直接図書館の本棚を探す場合には、分類番号をメモして行
きましょう。

論文や雑誌記事を探そう
分類番号

分野

226.8

財務管理．経営財務

226.9

財務会計．会計学

228.1

金融市場．資金

▷ 研究に必要な文献は図書として出版されるほかに雑誌に
論文として発表されているものがあります。
雑誌記事・論文を探すには ①論文タイトル・掲載雑誌名・
巻号を検索し ②OPAC で該当雑誌の所蔵を確認します。
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関連サイトの紹介

■記事索引データベース
DB CiNii Articles
学術論文情報を検索でき、本文を PDF で読めるものもあり
ます。また「日経ビジネス」のような雑誌記事も検索・閲
覧できます（上記「日経…」は閲覧数・ＤＬに制限あり）
。

・EDINET
http://info.edinet-fsa.go.jp/

金融庁の有価証券報告書開示システム。非上場企業や外
資系企業の有報も一部収録
（データは最長で過去5年分）
。

DB 毎索（毎日新聞データベース）
ビジネス誌「エコノミスト」の記事を検索・閲覧できます。

・株主プロ
http://www.kabupro.jp/
上場企業の財務データや有価証券報告書が、xls や pdf で
ダウンロード可能。

DB 東洋経済デジタルコンテンツ・ライブラリー
東洋経済新報社の経済・ビジネス媒体 26 タイトルを検索で
きます。
「週刊東洋経済」は 1997 年～、
「会社四季報」は
2005 年～を収録。
（一例）
論文・記事情報

専門的な情報を探してみよう
▷ さらにテーマを掘り下げるために専門書や関連分野の資
料を探してみましょう。
（一例）

「中小企業投資促進税制 (特集 もう一度整理 2017 年 2 月期決
算・税務申告の要)」中央経済社『税務弘報』65(4)，106-114，
2017-04

資料情報

「株式市場 透視眼鏡 今後の株価下落時には売られた銘柄群の
分析が重要になる 」居林 通『週刊ダイヤモンド』105(4)，21，
2017-01-28

■専門雑誌を探す
気に入った論文・記事が掲載されている専門雑誌が見つか
ったら、通覧してみるのも一つの方法です。
（一例）
資料情報

配架場所

請求記号

配架場所

請求記号

会社四季報業界地図 / 東洋
経済新報社編．東洋経済新
報社

市・1F 就職
多・2F 就職

///F
602/TO//F

日経シェア調査 / 日経産業
新聞編．日本経済新聞出版
社

市・B2F 参考
多・1F 参考

675.2/18/2014/R
675.2/64/2014/R

会社四季報 /東洋経済新報
社編．東洋経済新報社

市 1F 就職
多 1F・4F
小 2閲1F就職

///F
A7g/980
225.4/Ka21/F

『會計』森山書店

市 B1F・B2F
多 1F・4F

A7g/262
A7g/922

会社四季報：未上場版 / 東
洋経済新報社編．東洋経済
新報社

市 1F 就職
多 1F・4F
小 2閲1F就職

///F
A7g/980/b
225.4/Ka21//F

『企業會計』中央経済社

市 B1F・B2F
多 1F・4F

A7g/879
A7g/268

週刊東洋経済 臨時増刊 会
社財務カルテ / 東洋経済新
報社

市 B1F・B2F
多 1F 参考・4F

A7g/875
A7g/89/h

株価総覧（週刊東洋経済 臨
市 B1F・B2F
時増刊）/ 東洋経済新報社．
多 1F 参考・4F
東洋経済新報社

A7g/875
A7g/89/j

週刊東洋経済 臨時増刊 日
本の企業グループ / 東洋経
済新報社．東洋経済新報社

A7g/875
A7g/89/f

データベースから情報を得よう
■データベース
会社名等から検索して、データを調べることができます。
DB eol（イーオーエル）
1959 年以降の国内全上場企業のデータが収録されており、
約 8500 社の情報を検索できます。会社概要とあわせて有価
証券報告書（'59～）や株価（'01～）といった情報を見るこ
とができ、財務諸表のデータもダウンロードできます。

市 B1F・B2F
多 1F 参考・4F

DB MERGENT Online（英語）
アメリカ・ヨーロッパ・アジア、全世界の上場企業約 40,000
社の財務情報を収録しており、ダウンロードもできます。

DB 日経テレコン 21
日本経済新聞等の記事を検索できます。また特定の会社に
ついての検索もでき、業績や財務情報などを把握できます。

困ったときは・・・
探している図書・雑誌などの資料が本学図書館にない場合
は、レファレンスカウンターに相談してください。

DB .日経 NEEDS Financial QUEST
財務諸表（'64～）や株価（'77～）のデータ等を取得できま
す。複数の会社データを長期にわたり一括してダウンロー
ドできるため、調査研究にも適しています。
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