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■日本最高峰の社史完成 

■60 年史たる『山一證券史』(1958 年刊行)を超えた幻の 100 年史がついに蘇る 

山一証券 100 年史 
山一証券 100 年史 <100-3226> A5 判 上巻 437 頁、下巻 399 頁 

上巻 粕谷 誠・伊藤 修・橋本寿朗 著 (978-4-87394-015-1) 

下巻 伊藤正直・小林襄治 著         (978-4-87394-016-8) 

上下巻+DVD (年表・B/S・P/L)セット ISBN 978-4-87394-014-4  \30,450 (税込) 

2011 年 10 月刊行  発行：日本経営史研究所  発売：極東書店 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
推薦文 

経営史学会会長・大阪大学大学院経済学研究科教授    阿 部 武 司 
かつての四大証券の雄、山一證券は 1997 年 4 月に創業百周年を迎えてから日が浅い同年 11 月末に

営業休止を余儀なくされ、事実上消滅した。その数年前から同社社史編纂委員会及び日本経営史研究

所が、伊藤正直東京大学教授をはじめとする最高の執筆陣をそろえ、97 年末の出版をめざして『山一

證券百年史』（本史、資料編及び普及版）の編集を進めていた。『山一證券の百年』（荒井忠男氏執筆）

として公刊された普及版以外の完成原稿は、上記の事情により 14 年間、日の目を見ずに眠っていたが、

その本史が、このたび同研究所から出版されることになった。山一證券の 100 年の歩みを知ることは、

日本の証券業全体の歴史の理解にもつながり、さらに、第 2 次世界大戦後の 1965 年と 97 年に山一證

券が遭遇した経営危機とその帰結は、今後の日本企業の進路を考える上で貴重な教訓であろう。本書

が経営史・経済史・金融史等に関心を持つ人々に広く読まれることを大いに期待している。 
 
蘇る『山一証券 100 年史』 

公益財団法人 日本証券経済研究所主任研究員       小 林 和 子 
 英語では頭脳の大きい象の記憶力の良さを「象は忘れない」というが、巨象山一証券にも、破綻し

消滅してなお自らの歴史を活字にさせる力があったようだ。遡れば 1897 年創設の山一証券が 100 年

を迎えた 1997 年、同社は自主廃業を決めて、歴史の表舞台から去った。100 年を記念して作成されて

いた 2 種類の 100 年史のうち普及版（『山一證券の百年』）は出版されたが、60 年史たる『山一證券史』

を超える大著となる伊藤正直氏他の論稿は、幻となり、封印されてしまった。執筆者の中には他界さ

れた方もある。その論稿が、このたび加筆補正の上、一書として出版されることとなった。60 年史以

後の 40 年には日本の証券市場が世界一の市場に急成長した後、不況に苦しんだ過程が含まれる。山一

証券にとっては二度までも破綻の苦しみを味わった経緯が、多くの資料を駆使して描かれている。死

した象の不屈の記憶がこの大著をまとめさせた。読んでみて欲しい。 
 
 
 
 
 
 
 
 

【限定出版】 

発売元：株式会社 極東書店 



 
『山一証券 100 年史』 

日本大学商学部商業学科教授  一橋大学名誉教授    寺 西 重 郎 
1958 年に刊行された『山一證券史』は、戦前期の金融史研究者にとって必携の参考書である。今回

日本経営史研究所より刊行される『山一証券 100 年史』は、戦後期を主としてカバーした社史であり、

久しく完成が待たれていたものであるが、山一証券自体が破たんしたため、出版されず、いわば幻の

百年史となっていたものである。それが遂に刊行にこぎつけたということは誠に喜ばしい。日本の金

融史研究は、銀行史だけでなく証券史、戦前期だけでなく戦後期をも見渡した広いパースペクティブ

から見直すことが求められている。日本を代表する金融史研究者のグループの手になる本書が今後の

研究の進展に大いに役立つことが期待される。 
 

 
 
 

 
 
 
 

創業から破綻までの足跡を辿る経営内部資料。研究者待望のマイクロ・DVD 化 

◆ 巨大証券会社の全生涯が明らかになる、世界的にもまれな画期的コレクション 
◇ バブル崩壊後の金融システム改革、資本市場改革のための不可欠のデータ 

◆ 資本市場研究の国際比較にも裨益するところ大 

東京大学経済学図書館所蔵資料 

山一證券株式会社 ―マイクロフィルム版― 

編集 伊 藤 正 直（東京大学教授） 

出版・発売元 極東書店 

第一期：第一集～第十二集 16mm マイクロフィルム 全 584 リール＋DVD 製本版索引付き 

 
第一集 : 『山一證券資料』他、戦前期～昭和 20 年代（明治 17 年～） 85 リール+DVD  ¥2,975,000 
第二集 : 『山一證券資料トップマネジメント』 昭和 22 年～平成 9 年 57 リール+DVD  ¥1,995,000 
第三集 : 『山一證券資料トップマネジメント』 昭和 26 年～平成 9 年 144 リール+DVD  ¥5,040,000 
第四集 : 『山一證券資料 山一證券昭和 40 年不況』 昭和 31 年～平成 5 年 34 リール+DVD  ¥1,190,000 
第五集 : 『山一證券資料 スタッフ部門』 昭和 21 年～平成 5 年 95 リール+DVD ¥3,325,000 
第六集 : 『山一證券資料 現業部門』 昭和 17 年～平成 9 年 31 リール＋DVD ¥1,085,000 
第七集 : 『山一證券資料 営業ライン』 昭和 8 年～平成 4 年 21 リール+DVD ¥735,000 
第八集 : 『山一證券資料 国の機関』 昭和 26 年～平成 5 年 24 リール+DVD  ¥840,000 
第九集 : 『山一證券資料 ファイル等、戦後処理関係、同業他社、雑書類』 大正 3 年～昭和 56 年  

26 リール+DVD    ¥910,000 
第十集 : 『山一證券資料 山一関連企業等』 昭和 41 年～昭和 60 年 25 リール+DVD ¥875,000 
第十一集 : 『山一證券資料 秘書室、社内報』 大正 14 年～平成 5 年 28 リール+DVD  ¥980,000 
第十二集 : 『山一證券資料 山一證券史、写真資料、業界団体』 創業から破綻まで 14 リール+DVD ¥490,000 

 

第一期 全十二集 完結!!
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