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創業から破綻までの足跡を辿る経営内部資料 

◆ 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 

山山山一一一證證證券券券株株株式式式会会会社社社   
第一期 オンライン版（全十二集） 

編集 伊藤正直（東京大学名誉教授） 

第一期・全十二集オンライン版年間購読契約： \1,092,080（税込） 

第一期・全十二集オンライン版買い切り合計：\19,657,440（税込） 

買い切りの場合の年間プラットフォーム使用料：\33,000（税込） 

創業から破綻までの 100 年間の全生涯をたどる未公開内部資料 
伊 藤 正 直（東京大学名誉教授） 

〈世界的にみても稀なコレクション〉 
わが国四大証券の一つであった山一證券株式会社は、1997 年 4 月に創業 100 周年を迎えたが、同年 11 月 24

日、臨時取締役会において自主廃業に向けて営業休止を決議、100 年の歴史を閉じた。なぜ、日本を代表する

証券会社が破綻に追い込まれたのか。日本の証券会社経営にはどのような問題があったのか。金融市場と資本

市場の関係はどのようなものだったのか。これらの課題に答えるためには、証券会社経営の内実の分析が不可

欠である。

東京大学経済学図書館は、営業休止後の同社より、同社重要社内資料のほぼすべてを寄贈していただいた。

質・量ともに貴重な第一級資料の散逸を防ぎ、今後の資本市場・証券会社経営の改善に資したい、という同社

野澤社長および取締役会の厚い好意によるもので、寄贈を受けた資料は、同社創業から破綻に至る 100 年間す

べてをカバーしている。巨大証券会社の全生涯が明らかになる経営内部資料がこのような形で揃うことは、世

界的にもまれであり、画期的なコレクションということができる。

オンライン版好評発売中!! 

出版・発売元 極東書店 

FAR EASTERN BOOKSELLERS 

KYOKUTO SHOTEN LTD 



山一證券株式会社 第一期・オンライン版 株式会社 極東書店 

昭和 62 年 10 月 経営内部資料 昭和 28 年 投資信託新聞広告 

〈100 年間の全生涯を追跡しうる内部経営資料〉 
東京大学経済学部図書館は、同社より資料の寄贈を二期にわたって受けたが、今回、公開される資料は、こ

のうちの第一期寄贈分を整理・分類したものである。この第一期寄贈分資料からは、明治 30 年の小池国三商店

開業、大正 5 年の山一合資創業、大正 15 年の山一証券設立から戦時金融統制下の経営に至る戦前期、混乱から

証券市場再開に至る戦後改革期、高度成長から昭和 40 年証券恐慌下の日銀特融に至る高度成長期、法人営業を

全面展開するバブル期、経営危機下のバブル崩壊期、これら全時期にわたる経営意思決定と経営実態、証券行

政との関わり、企業間競争と経営の国際的展開などを知ることができる。なお、1990 年代のさらに詳細な資料

については、第二期寄贈資料として、現在整理中であり、まず 2013 年 1 月に第二期・第一集『経営企画室資料』

がデジタル版(DVD 版)として刊行された。今後整理が完了次第、順次公開を予定している。 

〈日本経済研究、経済政策研究、経済史研究にとって不可欠の資料〉 
バブル崩壊後の金融システム改革において、資本市場改革はその中核的柱とされた。アジア通貨危機後のア

ジア諸国においても同様である。しかしながら、これまでは、銀行の研究、狭義の金融市場の研究に比べ、資

本市場の研究は著しく立ち遅れてきた。わが国資本市場の構造と特質を明らかにし、その適正な改革の方向を

提示することは喫緊の課題である。本資料は、この課題達成のための不可欠のデータを提供するだけでなく、

経済政策研究、経済史研究にとっても資するところ大であると確信する。

＜山一證券株式会社 第一期 オンライン版＞ 

■IP 接続・同時アクセス無制限

■全十二集オンライン版年間購読契約：\1,092,080

■第一集～第十二集：各集の買い切り価格もございます

■買い切り契約の場合のプラットフォーム使用料：（毎年）\33,000
※プラットフォーム使用料はご契約の集の数に関わらず一定です。

■プライバシー・著作権に関わる部分に一部マスキング処理がされています。

※当カタログ記載の価格は全て税込（10%）です。 

第一期：資料構成 

第一集 ： 『山一證券資料』他、戦前期～昭和 20 年代（明治 17 年～） 

第一集オンライン版買い切り ¥2,861,100 

明治の小池国三商店創業から戦前（含む占領期）の資料。山一證券営業報告書、株主総会、取締役会決

議録、業務報告・日誌、法令関係、各種元帳などを含む第一集は、1958 年に創業 60 周年記念として『山

一證券史』を刊行した際に収集・整理された資料を柱とし、これにその後追加的に発掘された戦前明治

期から戦後昭和 20 年代までの同社関連資料をこれに併せて収録。

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 

第二集オンライン版買い切り ¥1,918,620 

取締役会会議録、常務会議録、部長会議録、社長書簡、企画室通達、全国支店長会議関係など資料を収録。 



  

山一證券株式会社 第一期・オンライン版       
 

 株式会社 極東書店 

 
 

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 
 

第三集オンライン版買い切り ¥4,847,040 
 

常務会議録、企画室・経営企画、業務週報、業務月報、日銀考査提出資料、大蔵検査等の資料を収録。 

 

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 
 

第四集オンライン版買い切り ¥1,144,440 
 

日銀特融、日銀提出資料、大蔵省提出原稿、衆議院予算委員会提出資料、株主総会資料などを含む第四集

では、昭和 40（1965）年不況に関する資料を収録。 

 

第五集 ： 『山一證券資料 スタッフ部門』 大正 14 年～平成 9 年 
 

第五集オンライン版買い切り ¥3,197,700 
   
令達、諸規定、内規など、スタッフ部門全体に関わる制度・組織規定のほか、総務部・人事部・研修部・

営業企画部・調査部・事務管理部・検査部・広報部・システム企画部・経理部・資金部・総括部他、スタッ

フ部門各部の作成した様々な一次資料を収録。 
 

第六集 ： 『山一證券資料 現業部門』 昭和 17 年～平成 9 年 
 

第六集オンライン版買い切り ¥1,043,460 

 

株式部・債権部・累積投資部・投資信託部・債権引受部・金業務部資料や商業登

記の資料など、ライン部門に関わる資料を収録。 

 

第七集 ： 『山一證券資料 営業ライン』 大正 15 年～平成 7 年 
 

第七集オンライン版買い切り ¥706,860 
 
第七集は、営業本部資料、営業各部・本支店関係書類や株主総会関係の資料など、ライン部門のうち、と

くに営業ラインに直接関わる資料を収録。 

 

第八集 ： 『山一證券資料 国の機関』 昭和 18 年～平成 5 年 
 

第八集オンライン版買い切り ¥807,840 
 

国の機関に関する大蔵省届出資料、大蔵省検査資料、證券引受委員会、大蔵省通達などの資料を収録。こ

れらの提出資料や日銀考査に関する資料は、今回の出版によって初めて世に公表される画期的な内容。 

 

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』  

明治 32 年～昭和 60 年 
 

第九集オンライン版買い切り ¥875,160 
 

小池銀行・山一合資会社資料、戦前期の経費・決算などに関するファイル。GHQ 提出資 料

や再建整備計画書などの戦後処理関係資料。同業他社に関する資料。その他雑書類を収録。 
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第十集 ： 『山一證券資料 山一関連企業等』 昭和 26 年～昭和 63 年 
 

第十集オンライン版買い切り ¥841,500 

 

東邦産業他、山一投信、山一ハウジングの土地建物、市原ゴルフ場、山一総合ファイナンス、山一エンター

プライズ、山一ユニベン、山一不動産管理などの関連企業に関する資料等を収録 

 

第十一集： 『山一證券資料 秘書室・経営企画資料』 

昭和 17 年～平成 6 年 
 

第十一集オンライン版買い切り ¥942,480 
 

秘書室資料の他、各種報告書、新株式発行に関する資料などで、社内報『山びこ』は同社の推移を知れる基

本資料といえる 

 
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 
 

第十二集オンライン版買い切り ¥471,240 
 
山一證券の 60 年史である『山一證券史』(1958 年刊行)を復刻。ほか未収録の各種委員会資料や山一證券の

歴史の写真資料などを収録。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

収録資料が PDF で閲覧可能に! 詳細は弊社までお申し付けください 
 

 

  

 出版・発売元 極 東 書 店 
〒101-8672 東京都千代田区神田三崎町 2-7-10 帝都三崎町ビル 

TEL: 03-3265-7531 FAX: 03-3556-3761  http://www.kyokuto-bk.co.jp  E-mail: info@kyokuto-bk.co.jp 


