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アウトライン

• 株式会社制度の導入と資本市場の成長

• 戦前日本企業のガバナンス構造

• 戦時経済と企業システムの変化

• 戦後への継承

• まとめ：現在への含意
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株式会社制度の導入と資本市場の成長
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日本経済のキャッチアップ
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「大分岐」と「大収斂」
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株式会社制度の導入

• 国立銀行条例（1872年）
– 有限責任制（株式の損失以外に、銀行の損失を負担しない）

– 会社機関。5人以上の取締役と頭取。彼らが支配人以下の役員を得
る

– 株式譲渡には頭取、取締役の承諾が必要

• （旧）商法（1890年）
– 有限責任制

– 会社機関。株主総会、取締役、監査役

– 株式譲渡には会社の承諾が必要

– 免許制

• （新）商法（１899年）
– 株式譲渡の自由、準則主義への移行

– 近代的株式会社の法制的基礎の確立
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戦前期における日本経済の成長と資本市場の拡大
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民間非金融部門の負債構成
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％ 図１ 民間非金融部門負債のGNP(GDP)

資料：負債額は1940年まで藤野・寺西(2000)附表、1950年は大蔵省財政史室(1978)、pp.432-433、1955年
以降は東洋

経済新報社編(1991)、pp.333-337。GNPは1940年まで大川他（1976)、1950年は経済企画庁(1965)、1955
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株式市場規模の長期的推移
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図1 株式市場規模の戦前・戦後比較

資料：東京株式取引所『東京株式取引所統計年報』各年版, 東京証券取引所『東証要覧』2004年版,　大川[1974], 　内閣

　　　　経済社会総合研究所[2001], 　内閣府社会経済研究所ホームページ
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図1 株式市場規模の戦前・戦後比較

資料：東京株式取引所『東京株式取引所統計年報』各年版, 東京証券取引所『東証要覧』2004年版,　大川[1974], 　内閣
　　　　経済社会総合研究所[2001], 　内閣府社会経済研究所ホームページ
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長期GNP

		1人当たりGNPの長期国際比較 ニンアチョウキ

				実数								倍率

				1900		1936		1950		1979		1900-36		1936-50		1950-79

		日本		810		1,478		1,154		8,800		1.83		0.78		7.63

		オーストラリア		3,213		3,632		4,825		9,100		1.13		1.33		1.89

		オーストリア		1,796		1,867		2,310		8,620		1.04		1.24		3.73

		ベルギー		2,947		3,850		4,136		10,890		1.31		1.07		2.63

		カナダ		1,920		2,426		4,323		9,650		1.26		1.78		2.23

		デンマーク		2,390		4,194		5,102		11,900		1.75		1.22		2.33

		フィンランド		1,219		2,314		1,619		8,260		1.90		0.70		5.10

		フランス		2,008		2,660		3,366		9,940		1.32		1.27		2.95

		ドイツ		1,235		2,079		3,259		11,730		1.68		1.57		3.60

		イタリア		943		1,400		1,589		5,240		1.48		1.13		3.30

		オランダ		2,506		3,293		4,177		10,240		1.31		1.27		2.45

		ノルウェイ		1,491		3,178		4,204		10,710		2.13		1.32		2.55

		スウェーデン		1,713		3,982		5,402		11,920		2.32		1.36		2.21

		イギリス		2,089		2,807		3,335		6,340		1.34		1.19		1.90

		アメリカ		2,787		3,775		5,737		10,820		1.35		1.52		1.89

		資料：A.Maddison, Phases of Capitalist Development, 1982;

		　　　　東洋経済新報社『完結 昭和国勢総覧』、1991年．
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％

日本の輸出（比較優位）構造の変化

繊維

機械

34.8275862069

0

36.2694300518

0.1727115717

46.4896489649

0.3600360036

52.5426909364

1.0883843123

54.7640831264

3.0409968196

52.7188988329

3.9095619407

37.5033895022

12.5430950997

45.3669536695

8.9585895859

29.4943820225

25.1712798027

11.4215460716

46.2858046704

4.847443206

62.6628094954

2.5129713027

74.9467519279

1.7

77.5



雇用

		雇用調整速度の比較 コヨウチョウセイソクドヒカク

		日本（戦前） ニホンセンゼン		0.52

		日本（1960-73） ニホン		0.35

		日本（1974-85） ニホン		0.17

		アメリカ（1960-85）		0.66





紡績

		戦前期紡績業労働力の構成 センゼンキボウセキギョウロウドウリョクコウセイ

				男子 ダンシ		女子 ジョシ		計 ケイ		女子比率 ジョシヒリツ

		1911		19,289		81,217		100,506		80.81

		1920		43,908		142,443		186,351		76.44

		1930		37,931		132,468		170,399		77.74





資本市場1

		表2 産業資金供給（残高の増減） ヒョウサンギョウシキンキョウキュウザンダカゾウゲン

				金額（100万円、億円） キンガクマンエンオクエン								構成比（％） コウセイヒ

				計 ケイ		株式 カブシキ		事業債 ジギョウサイ		借入 カリイレ		株式 カブシキ		事業債 ジギョウサイ		借入 カリイレ

		1886-1890		162		68		0		94		42.0		0.2		57.9

		1891-1895		175		85		11		79		48.6		6.3		45.2

		1896-1900		717		226		4		487		31.5		0.6		67.9

		1901-1905		458		111		30		317		24.2		6.5		69.4

		1906-1910		1,016		270		112		633		26.6		11.1		62.4

		1911-1915		1,567		420		121		1,026		26.8		7.7		65.5

		1916-1920		10,107		4,542		264		5,301		44.9		2.6		52.5

		1921-1925		5,958		1,778		1,220		2,961		29.8		20.5		49.7

		1926-1930		5,187		2,430		1,414		1,343		46.9		27.3		25.9

		1931-1935		1,210		1,629		69		(488)		134.6		5.7		-40.3

		1936-1940		24,476		10,538		1,641		12,297		43.1		6.7		50.2

		1941-1945		100,373		16,794		6,378		77,201		16.7		6.4		76.9

		1946-1950		16,350		2,134		574		13,642		13.0		3.5		83.4

		1951-1955		42,308		5,955		1,592		34,761		14.1		3.8		82.2

		1956-1960		98,783		14,029		4,652		80,102		14.2		4.7		81.1

		1961-1965		241,680		33,697		10,559		197,423		13.9		4.4		81.7

		1966-1970		430,294		29,161		13,203		387,930		6.8		3.1		90.2

		1971-1975		954,042		53,736		36,872		863,434		5.6		3.9		90.5

		1976-1980		846,570		59,756		36,321		750,493		7.1		4.3		88.7

		1981-1985		1,147,714		88,586		40,254		1,018,874		7.7		3.5		88.8

		資料：藤野・寺西[2000]pp.546-547,　東洋経済新報社[1991]p.356より作成． シリョウフジノテラニシトウヨウケイザイシンポウシャサクセイ

		注：金額の単位は1945年まで100万円、1946年以降、億円． チュウキンガクタンイネンマンエンネンイコウオクエン
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図1 株式市場規模の戦前・戦後比較

資料：東京株式取引所『東京株式取引所統計年報』各年版, 東京証券取引所『東証要覧』2004年版,　大川[1974], 　内閣
　　　　経済社会総合研究所[2001], 　内閣府社会経済研究所ホームページ
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1人当たりGDP（GNP）

図2a 株式市場規模の国際比較Ⅰ
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千円

図3c 東京株式取引所上場会社公称資本金の推移

資料：東京株式取引所[1938].
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図4 東株上場企業資本金／全株式会社資本金

資料：東京株式取引所[1938], 東洋経済新報社[1927 1991],　農商務省 『農商務統計年報』各年版.
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上場

		表9 東株上場の決定要因 ヒョウトウカブジョウジョウケッテイヨウイン

		被説明変数：Lit ヒセツメイヘンスウ

		推定法 スイテイホウ		Logit						Logit

		定数項 テイスウコウ		-9.743		(-4.748)		***		-5.677		(-5.259)		***

		NCAP		0.988		( 2.797)		***		0.800		( 2.431)		**

		NAGE		0.892		( 2.665)		***		0.817		( 2.528)		**

		ROE		0.180		( 0.097)				0.050		( 0.030)

		EAST		6.597		( 4.052)		***		3.902		( 3.167)		***

		REFORM		2.180		( 1.681)		*		2.322		( 2.065)		**

		EAST*REFORM		-6.563		(-3.693)		***		-3.916		(-2.701)		***

		LAW		4.246		( 2.827)		***

		R2		0.080						0.042

		Log likelihood		-71.050						-75.611

		Obs.		938						938

		Positive obs.		18						18

		注：本文参照． チュウホンブンサンショウ

		　　( )はt値． チ

		　　***　1％で有意 ユウイ

		　　**　　5％で有意 ユウイ





取締役

		株主による企業統治Ⅰ：取締役の構成 カブヌシキギョウトウチトリシマリヤクコウセイ

								％

						1935		1942

		計 ケイ		内部昇進者 ナイブショウシンシャ		34		51

				大株主 オオカブヌシ		15		9

		財閥系 ザイバツケイ		内部昇進者 ナイブショウシンシャ		36		48

				大株主 オオカブヌシ		6		8

				本社役員 ホンシャヤクイン		15		13

		非財閥系 ヒザイバツケイ		内部昇進者 ナイブショウシンシャ		32		54

				大株主 オオカブヌシ		23		11





石坂

		石坂泰三「ガラス箱の中の経営」『経営者』1951.1 イシザカタイゾウバコナカケイエイケイエイシャ

		当時私は重役会に臨む場合には、とにかく学生が試験でも受けるような感じがしたもので、 トウジワタシジュウヤクカイノゾバアイガクセイシケンウカン

		割合によく勉強し調べたのであった。そして社外重役が「これはどうかね」、「これはよい ワリアイベンキョウシラシャガイジュウヤク

		だろう」などと言われるのをこちらで翻訳して、あれはいかん、これはよいという見当をつけ イホンヤクケントウ

		てゆくわけである。－中略－それで第一生命の方針が出来てゆく。－中略－昔は重役会で チュウリャクダイイチセイメイホウシンデキチュウリャクムカシジュウヤクカイ

		大体方針を決めてゆくと、その方針にしたがって経営者がエンジンをかけて動かす。だから ダイタイホウシンキホウシンケイエイシャウゴ

		重役会の意向に反して社長が何かやるということはなかった ジュウヤクカイイコウハンシャチョウナニ





財閥規模

		主要財閥の規模（払込資本金、1937年） シュヨウザイバツキボハライコミシホンキンネン

								全株式会社 ゼンカブシキカイシャ		9大財閥計 ダイザイバツケイ		三井 ミツイ		三菱 ミツビシ		住友 スミトモ		安田 ヤスダ		古河 フルカワ		日産 ニッサン		大倉 オオクラ		野村 ノムラ		浅野 アサノ

								100万円 マンエン		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%

		計 ケイ						17,655		15.0		3.5		3.3		2.2		1.4		0.4		2.2		0.6		0.3		1.1

		金融 キンユウ						1,640		25.3		4.3		7.7		3.6		8.6		0.1		0.1		0.0		0.9		0.0

		鉱業 コウギョウ						1,453		35.5		11.2		7.4		2.3		0.0		1.0		11.2		1.1		0.0		1.3

		製造業 セイゾウギョウ						6,049		18.2		3.5		3.6		2.8		0.5		0.9		3.5		0.7		0.2		2.4

				重化学工業 ジュウカガクコウギョウ				3,613		20.6		3.8		4.3		3.8		0.2		1.4		4.4		0.8		0.0		1.9

				軽工業 ケイコウギョウ				2,437		14.6		3.2		2.5		1.5		0.9		0.1		2.2		0.6		0.6		3.1

		電気・ガス デンキ						2,649		3.6		0.4		0.0		0.7		1.9		0.0		0.2		0.0		0.4		0.0

		陸運 リクウン						1,278		6.4		0.6		0.7		3.5		0.6		0.0		0.0		0.8		0.0		0.2

		海運 カイウン						476		19.1		0.6		15.6		0.0		0.0		0.0		0.8		0.0		0.0		2.1

		不動産・倉庫 フドウサンソウコ						635		21.2		2.0		1.9		9.0		3.2		0.0		0.5		1.4		0.0		3.2

		商業 ショウギョウ						2,920		6.0		4.3		0.8		0.0		0.2		0.0		0.0		0.3		0.3		0.2

		その他 タ						554		8.4		1.3		0.9		0.2		0.0		0.1		0.3		3.3		1.9		0.4





三井

		三井財閥の多角化 ミツイザイバツタカクカ

		1937年の主要三井系企業 ネンシュヨウミツイケイキギョウ		設立年 セツリツネン		三井財閥による事業開始年 ミツイザイバツジギョウカイシネン

		三井銀行 ミツイギンコウ		1876		1683

		三井物産 ミツイブッサン		1876		1874

		三井鉱山 ミツイコウザン		1907		1874

		東神倉庫 トウカミソウコ		1909		1892

		芝浦製作所 シバウラセイサクジョ		1904		1893

		東洋綿花 トウヨウメンカ		1920		1894

		小野田セメント オノダ		1881		1897

		北海道炭鉱汽船 ホッカイドウタンコウキセン		1889		1899

		日本製鋼所 ニホンセイコウジョ		1907		1907

		大日本セルロイド ダイニホン		1919		1908

		東洋高圧 トウヨウコウアツ		1933		1912

		三池窒素 ミイケチッソ		1931		1912

		太平洋炭鉱 タイヘイヨウタンコウ		1920		1915

		三井信託 ミツイシンタク		1924		1924

		釜石鉱山 カマイシコウザン		1924		1924

		三井生命 ミツイセイメイ		1927		1926

		東洋レーヨン トウヨウ		1926		1926

		日本製粉 ニホンセイフン		1896		1928

		注：網かけは買収による多角化． チュウアミバイシュウタカクカ





三井本社

		三井合名（本社）の内部組織（1920年） ミツイゴウメイホンシャナイブソシキネン

						社長 シャチョウ

						理事会 リジカイ

		財務部 ザイムブ				事業部 ジギョウブ				本部 ホンブ

		会計課 カイケイカ		不動産課 フドウサンカ		山林課 サンリンカ		調査課 チョウサカ		秘書課 ヒショカ		文書課 ブンショカ		検査課 ケンサカ		用度課 ヨウドカ





三菱本社

		三菱合資会社の内部組織（1919年） ミツビシゴウシカイシャナイブソシキネン

				社長 シャチョウ

				総理事 ソウリジ

				常務理事 ジョウムリジ

		地所部 ジショブ

				総務部 ソウムブ		査業課 サギョウカ		人事課 ジンジカ		監理課 カンリカ

				監査課 カンサカ





取極

		分系会社と合資会社の関係取極（三菱財閥） ブンケイカイシャゴウシカイシャカンケイトキワミツビシザイバツ

		1.分系会社の取締役、監査役は三菱合資会社在籍とする ブンケイカイシャトリシマリヤクカンサヤクミツビシゴウシカイシャザイセキ

		2.三菱合資会社が制定した規則は分系会社に適用。分系会社が異る規則を制定 ミツビシゴウシカイシャセイテイキソクブンケイカイシャテキヨウブンケイカイシャコトキソクセイテイ

		　する場合は合資会社社長の承認が必要 バアイゴウシカイシャシャチョウショウニンヒツヨウ

		3.分系会社の各年度の予算、決算は合資会社社長の承認を要する ブンケイカイシャカクネンドヨサンケッサンゴウシカイシャシャチョウショウニンヨウ

		4.分系会社は推定資金収支、損益予算書を合資会社に提出 ブンケイカイシャスイテイシキンシュウシソンエキヨサンショゴウシカイシャテイシュツ

		5.三菱合資会社総務部監査課は合資会社社長の命によって分系会社の会計 ミツビシゴウシカイシャソウムブカンサカゴウシカイシャシャチョウメイブンケイカイシャカイケイ

		　監査を行う カンサオコナ

		6.分系会社の職員は三菱合資会社が一括して採用、選考する ブンケイカイシャショクインミツビシゴウシカイシャイッカツサイヨウセンコウ





回帰

		企業収益性の回帰分析（1922-36年）

						(1)				(2)

		定数項				10.559		***		4.310		*

		払込資本金				-0.019		*		-0.025		**

		財閥ダミー				-0.233				3.651		***

		産業ダミー		金融						2.386

				鉱業						2.125

				機械						-0.717

				金属						2.194

				化学						5.919		**

				製紙						11.635		**

				窯業						5.846		*

				繊維						8.966		***

				食料品						10.384		***

				電力・ガス						8.392		***

				陸運						5.532		**

				海運						0.904

				商業・貿易						5.417		**

				ad-R2		0.0099				0.0311

		注：①各式とも他に年次ダミーを含む．

		　　 ②*** 1％有意

		　　　　**  5％有意

		　　　　*　　10％有意





買収

		財閥による企業買収 ザイバツキギョウバイシュウ

		被買収企業 ヒバイシュウキギョウ		買収年 バイシュウネン		設立年 セツリツネン		買収主体 バイシュウシュタイ

		東京火災 トウキョウカサイ		1896		1887		安田 ヤスダ

		北海道炭鉱汽船 ホッカイドウタンコウキセン		1899		1889		三井 ミツイ

		四国銀行 シコクギンコウ		1907		1896		安田 ヤスダ

		中国鉄道 チュウゴクテツドウ		1909		1896		安田 ヤスダ

		九州炭坑鉄道 キュウシュウタンコウテツドウ		1911		1907		三菱 ミツビシ

		京浜運河 ケイヒンウンガ		1920		1917		浅野 アサノ

		日本製紙 ニホンセイシ		1922		1913		安田 ヤスダ

		日本昼夜銀行 ニホンチュウヤギンコウ		1922		1898		安田 ヤスダ

		第三銀行 ダイサンギンコウ		1923		1895		安田 ヤスダ

		飯塚炭坑 イイヅカタンコウ		1924		1918		三菱 ミツビシ

		住友生命 スミトモセイメイ		1925		1907		住友 スミトモ

		東京鋼材 トウキョウコウザイ		1926		1917		三菱 ミツビシ

		日本製粉 ニホンセイフン		1928		1896		三井 ミツイ

		日本電気 ニホンデンキ		1932		1899		住友 スミトモ

		日本漁業 ニホンギョギョウ		1934		1925		日産 ニッサン

		日本油脂 ニホンユシ		1934		1921		日産 ニッサン

		大阪鉄工所 オオサカテッコウジョ		1934		1913		日産 ニッサン

		日本化学工業 ニホンカガクコウギョウ		1937		1934		日産 ニッサン

		日本ビクター ニホン		1937		1927		日産 ニッサン





鮎川

		鮎川義介『物の見方、考へ方』（1937年） アユカワギスケモノミカタカンガカタネン

		「日産の仕事は、丁度植木屋稼業と似通っている。色々の種子や苗を仕入れてきて、

		適当に日光を与へ、水を遣り、肥料を施しなどして育て上げ、その草木に、花が咲き、

		果実が実るようになれば、花や果実を株主に配当する。また枯れかかった珍木や、日

		陰で伸びない佳草が見つかれば、これを安価に仕入れて、土を変へ、手入れを施して

		培養することもあり、さらに桃の木の台に接ぎ木して、梅を咲かせる術も心得ている」





日本製粉株

		日本製粉の上位10株主 ニホンセイフンジョウイカブヌシ

										％

				1927年 ネン				1930年 ネン

		1		鈴木商店 スズキショウテン		72.8		三井物産 ミツイブッサン		60.1

		2		下川勝治 シモカワカツジ		2.0		中島知久平 ナカジマチキュウヘイ		1.0

		3		野田醤油会社 ノダショウユカイシャ		0.5		西村光四郎 ニシムラヒカリシロウ		0.9

		4		松島久之助 マツシマヒサユキスケ		0.5		野田醤油会社 ノダショウユカイシャ		0.8

		5		松井元 マツイゲン		0.5		岩崎清七商店 イワサキセイ7ショウテン		0.7

		6		大西一三 オオニシ13		0.4		中村藤一 ナカムラフジ1		0.6

		7		川西正一 カワニシショウイチ		0.3		綾真一 アヤシンイチ		0.5

		8		窪田駒吉 クボタコマキチ		0.3		太田良英 オオタリョウエイ		0.4

		9		原徳太郎 ハラトクタロウ		0.2		中島義治 ナカジマギジ		0.4

		10		神谷伝兵衛 カミヤデンヒョウエ		0.1		丸山清治 マルヤマキヨジ		0.4





日本製粉役員

		日本製粉の新経営陣（1928年） ニホンセイフンシンケイエイジンネン

		役職 ヤクショク		氏名 シメイ		三井物産における役職 ミツイブッサンヤクショク

		会長 カイチョウ		安川雄之助 ヤスカワユウノスケ		三井物産常務 ミツイブッサンジョウム

		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		小林正直 コバヤシショウジキ		三井物産常務 ミツイブッサンジョウム

		代表取締役専務 ダイヒョウトリシマリヤクセンム		中村藤一 ナカムラフジ1		元三井物産営業部長 モトミツイブッサンエイギョウブチョウ

		常務取締役 ジョウムトリシマリヤク		長谷川藤橘 ハセガワフジキツ		前三井物産営業部長代理 ゼンミツイブッサンエイギョウブチョウダイリ

		取締役 トリシマリヤク		田中寛 タナカカン

		取締役 トリシマリヤク		八尋俊介 ヤヒロシュンスケ

		取締役 トリシマリヤク		田中文増 タナカブンゾウ		三井物産取締役 ミツイブッサントリシマリヤク

		監査役 カンサヤク		板倉勝憲 イタクラカツアキラ

		監査役 カンサヤク		藁谷英夫 ワラタニヒデオ		元三井物産社員 モトミツイブッサンシャイン

		監査役 カンサヤク		御酒元徳松 オサケゲントクマツ		三井物産本店会計課長 ミツイブッサンホンテンカイケイカチョウ
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Sheet7

		輸出額の構成 ユシュツガクコウセイ

				繊維 センイ		機械 キカイ				繊維 センイ		機械 キカイ		計 ケイ

		1880		34.8		0.0				10		0		29

		1890		36.3		0.2				21		0		58

		1900		46.5		0.4				103		1		222

		1910		52.5		1.1				280		6		533

		1920		54.8		3.0				1,257		70		2,295

		1930		52.7		3.9				1,007		75		1,911

		1939		37.5		12.5				1,936		648		5,163

		1951		45.4		9.0				221		44		488

		1960		29.5		25.2				431		367		1,460

		1970		11.4		46.3				794		3,219		6,954

		1980		4.8		62.7				1,424		18,412		29,383

		1990		2.5		74.9				1,042		31,071		41,457

		2000		1.7		77.5				83,616		38,367,338		495,256





Sheet2

														農林水産業 ノウリンスイサンギョウ		鉱工業 コウコウギョウ		建設業 ケンセツギョウ		運輸通信公益 ウンユツウシンコウエキ		商業サービス ショウギョウ		計 ケイ

		1890		48.4375		11.81640625		3.515625		2.05078125		34.1796875		496		121		36		21		350		1024

		1900		39.4120349104		16.7661920073		4.4556729444		3.9044556729		35.4616444649		858		365		97		85		772		2177

		1910		32.4535962877		21.4907192575		4.5533642691		6.6705336427		34.8317865429		1119		741		157		230		1201		3448

		1920		30.2027987727		24.0814188431		5.0063608471		7.9772506174		32.7321709197		4036		3218		669		1066		4374		13363

		1930		17.5696531557		25.7168385996		5.9052879539		12.9640159207		37.8442043701		2163		3166		727		1596		4659		12311

		1940		18.8293330256		39.689591507		7.6765520425		7.0476575121		26.7568659128		6527		13758		2661		2443		9275		34664

		1960		13.3860875447		37.1635333578		5.9070154176		8.5917021337		34.9516615463		1899.7		5274.1		838.3		1219.3		4960.2		14191.6

		1970		6.0457223944		36.7669080874		7.8391114209		7.8844759223		41.463782175		3851.5		23422.8		4994		5022.9		26415		63706.2

		1980		3.389685519		29.6671676635		9.6985177981		8.4675949046		48.7770341148		7092.9		62078.4		20294.1		17718.4		102065.7		209249.5

		1990		2.4344916896		28.5370998653		10.7492423134		8.4796849485		49.7994811833		8931.5		104695		39436.1		31109.7		182701		366873.3





三菱

		三菱財閥の多角化 ミツビシザイバツタカクカ

		1937年の主要三菱系企業 ネンシュヨウミツビシケイキギョウ		設立年 セツリツネン		三菱財閥による事業開始年 ミツビシザイバツジギョウカイシネン

		日本郵船 ニホンユウセン		1885		1873

		三菱鉱業 ミツビシコウギョウ		1918		1873

		東京海上火災 トウキョウカイジョウカサイ		1878		1878

		三菱倉庫 ミツビシソウコ		1918		1880

		三菱重工業 ミツビシジュウコウギョウ		1934		1884

		三菱銀行 ミツビシギンコウ		1919		1885

		東山農事 トウザンノウジ		1919		1887

		三菱製紙 ミツビシセイシ		1917		1889

		三菱地所 ミツビシジショ		1937		1890

		三菱商事 ミツビシショウジ		1918		1896

		三菱海運 ミツビシカイウン		1919		1897

		三菱電機 ミツビシデンキ		1921		1898

		旭硝子 アサヒガラス		1907		1907

		九州炭鉱汽船 キュウシュウタンコウキセン		1907		1911

		飯塚鉱業 イイヅカコウギョウ		1918		1924

		雄別炭鉱鉄道 ユウベツタンコウテツドウ		1919		1924

		東京鋼材 トウキョウコウザイ		1917		1926

		三菱信託 ミツビシシンタク		1927		1927

		三菱石油 ミツビシセキユ		1931		1931

		日本化成 ニホンカセイ		1934		1934

		三菱石炭油化 ミツビシセキタンユカ		1937		1937

		注：網掛けは買収による多角化． チュウアミカバイシュウタカクカ





日本製粉

		三井財閥による買収と日本製粉の事業成績 ミツイザイバツバイシュウニホンセイフンジギョウセイセキ

				払込資本金 ハライコミシホンキン		ROE		食料品工業平均ROEとの差 ショクリョウヒンコウギョウヘイキンサ		日清製粉ROEとの差 ニッシンセイフンサ		株価 カブカ		日清製粉株価 ニッシンセイフンカブカ

				千円 センエン		%/年 ネン		%/年 ネン		%/年 ネン		円 エン		円 エン

		1922		5,625		10.0		-2.7		-11.0		42.7		85.6

		1923		6,810		9.2		-7.8		-9.1		40.7		101.8

		1924		8,296		13.3		-6.7		-11.8		44.0		99.8

		1925		8,390		12.6		-2.9		-8.4		53.6		104.3

		1926		10,720		-76.2		-90.6		-91.3		47.8		99.3

		1927		11,075		-154.1		-170.5		-168.5		12.7		91.5

		1928		11,075		0.5		-1.8		-14.5		･･･		103.2

		1929		3,938		7.6		0.1		-7.7		55.5		88.8

		1930		3,938		9.7		3.3		-3.6		40.3		75.5

		1931		3,938		11.0		5.7		-0.9		41.9		79.1

		1932		3,938		20.2		9.5		8.6		59.0		85.6

		1933		3,938		25.2		11.5		12.1		71.2		83.2

		1934		5,953		13.1		-2.2		1.0		69.2		78.7

		1935		7,969		17.7		-0.1		2.3		76.3		76.8

		1936		7,969		15.5		-3.4		0.6		71.6		81.7

		注：影の部分は三井財閥による買収年を示す。 チュウカゲブブンミツイザイバツバイシュウネンシメ





大川

		大川平三郎の企業グループ オオカワヘイザブロウキギョウ

		企業名 キギョウメイ		大川の所有順位 オオカワショユウジュンイ		備考 ビコウ

		武州銀行 ブシュウギンコウ		1		大川合名 オオカワゴウメイ

		東海鋼業 トウカイコウギョウ		6		大川合名 オオカワゴウメイ

		大川田中事務所 オオカワタナカジムショ		1

		大島製鋼所 オオシマセイコウジョ		4		大川合名 オオカワゴウメイ

		富士製紙 フジセイシ		2		大川合名 オオカワゴウメイ

		城東電気軌道 ジョウトウデンキキドウ		4		大川合名 オオカワゴウメイ

		日本鋼管 ニホンコウカン		3		大川合名 オオカワゴウメイ

		静岡電力 シズオカデンリョク		1		大川、大川合名 オオカワオオカワゴウメイ

		静岡電気鉄道 シズオカデンキテツドウ		10		大川合名 オオカワゴウメイ

		九州製紙 キュウシュウセイシ		1		大川合名 オオカワゴウメイ

		樺太興業 カラフトコウギョウ		1		大川合名 オオカワゴウメイ

		大川合名 オオカワゴウメイ		1

		注：大川ないし大川合名が頭取、社長、代表社員となってきた企業 チュウオオカワオオカワゴウメイトウドリシャチョウダイヒョウシャインキギョウ





機関銀行

		機関銀行 キカンギンコウ

		「日清戦後の企業勃興期には多数の銀行が設立されるのであるが、それらは大部分が『機関銀行』 ニッシンセンゴキギョウボッコウキタスウギンコウセツリツダイブブンキカンギンコウ

		として、産業資本と密接な関係をもって、いわば産業企業の資金導入機関として設立されてくるの サンギョウシホンミッセツカンケイサンギョウキギョウシキンドウニュウキカンセツリツ

		である」（加藤俊彦『本邦銀行史論』東京大学出版会、1957年） カトウトシヒコホンポウギンコウシロントウキョウダイガクシュッパンカイネン





兼任

		銀行と産業企業の役員兼任関係（1926年、全サンプル=1007行） ギンコウサンギョウキギョウヤクインケンニンカンケイネンゼンコウ

		産業企業における地位 サンギョウキギョウチイ		兼任役員を持つ銀行数 ケンニンヤクインモギンコウスウ		同比率 ドウヒリツ		兼任関係数 ケンニンカンケイスウ		同1行当たり ドウコウア

		計 ケイ		836		83.0		7,332		7.28

		社長・会長 シャチョウカイチョウ		407		40.4		967		0.96

		専務・常務 センムジョウム		158		15.7		208		0.21

		取締役 トリシマリヤク		753		74.8		4,170		4.14

		監査役 カンサヤク		637		63.3		1,987		1.97





ROA

		役員兼任関係の影響 ヤクインケンニンカンケイエイキョウ

		被説明変数：総資産利益率（ROA) ヒセツメイヘンスウソウシサンリエキリツ

		銀行規模 ギンコウキボ				全銀行 ゼンギンコウ				大銀行 ダイギンコウ				小銀行 ショウギンコウ

						[1]				[2]				[3]

		兼任関係数（対数） ケンニンカンケイスウタイスウ				-0.246		b		0.139				-0.297		b

						(-2.03)				(0.47)				(-2.24)

		大都市部 ダイトシブ				-0.789		a		-0.002				-0.983		a

						(-3.30)				(0)				(-3.65)

		資産規模（対数） シサンキボタイスウ				-0.457		a		-0.407				-0.664		a

						(-4.80)				(-1.44)				(-4.54)

		定数項 テイスウコウ				11.351		a		9.363		b		14.385		a

						(8.77)				(2.09)				(7.10)

		観測数 カンソクスウ				1007				150				857





年表

		第二次世界大戦期の企業・金融統制（略年表） ダイニジセカイタイセンキキギョウキンユウトウセイリャクネンピョウ

		1937.7		日中戦争勃発 ニッチュウセンソウボッパツ

		1937.9		臨時資金調整法公布 リンジシキンチョウセイホウコウフ

		1938.4		国家総動員法公布 コッカソウドウインホウコウフ

		1939.4		会社利益配当及資金融通令公布 カイシャリエキハイトウオヨシキンユウヅウレイコウフ

				従業員雇入制限令、工場事業場技能者養成令公布 ジュウギョウインヤトイイセイゲンレイコウジョウジギョウバギノウシャヨウセイレイコウフ

		1940.10		会社経理統制令公布 カイシャケイリトウセイレイコウフ

		1940.12		経済新体制確立要綱閣議決定 ケイザイシンタイセイカクリツヨウコウカクギケッテイ

		1941.7		財政金融基本方策要綱閣議決定 ザイセイキンユウキホンホウサクヨウコウカクギケッテイ

		1941.8		時局共同融資団結成 ジキョクキョウドウユウシダンケッセイ

		1942.5		全国金融統制会設立 ゼンコクキンユウトウセイカイセツリツ

		1943.10		軍需会社法公布 グンジュカイシャホウコウフ

		1944.1		軍需会社指定金融機関制度発足 グンジュカイシャシテイキンユウキカンセイドホッソク





新体制

		経済新体制確立要綱（1940.12閣議決定） ケイザイシンタイセイカクリツヨウコウカクギケッテイ

		「企業体制を確立し資本、経営、労務の有機的一体たる企業をして国家綜合 キギョウタイセイカクリツシホンケイエイロウムユウキテキイッタイキギョウコッカソウゴウ

		計画の下に国民経済の構成部分として企業担当者の創意と責任とにおいて ケイカクシタコクミンケイザイコウセイブブンキギョウタントウシャソウイセキニン

		自主的経営に任ぜしめ其の最高能率の発揮によって生産力を増強・・・」 ジシュテキケイエイニンソサイコウノウリツハッキセイサンリョクゾウキョウ





産業資金

		産業資金供給（残高の増減） サンギョウシキンキョウキュウザンダカゾウゲン

				金額（100万円、億円） キンガクマンエンオクエン								構成比（％） コウセイヒ

				計 ケイ		株式 カブシキ		事業債 ジギョウサイ		借入 カリイレ		株式 カブシキ		事業債 ジギョウサイ		借入 カリイレ

		1886-1890		162		68		0		94		42.0		0.2		57.9

		1891-1895		175		85		11		79		48.6		6.3		45.2

		1896-1900		717		226		4		487		31.5		0.6		67.9

		1901-1905		458		111		30		317		24.2		6.5		69.4

		1906-1910		1,016		270		112		633		26.6		11.1		62.4

		1911-1915		1,567		420		121		1,026		26.8		7.7		65.5

		1916-1920		10,107		4,542		264		5,301		44.9		2.6		52.5

		1921-1925		5,958		1,778		1,220		2,961		29.8		20.5		49.7

		1926-1930		5,187		2,430		1,414		1,343		46.9		27.3		25.9

		1931-1935		1,210		1,629		69		(488)		134.6		5.7		-40.3

		1936-1940		24,476		10,538		1,641		12,297		43.1		6.7		50.2

		1941-1945		100,373		16,794		6,378		77,201		16.7		6.4		76.9

		1946-1950		16,350		2,134		574		13,642		13.0		3.5		83.4

		1951-1955		42,308		5,955		1,592		34,761		14.1		3.8		82.2

		1956-1960		98,783		14,029		4,652		80,102		14.2		4.7		81.1

		1961-1965		241,680		33,697		10,559		197,423		13.9		4.4		81.7

		1966-1970		430,294		29,161		13,203		387,930		6.8		3.1		90.2

		1971-1975		954,042		53,736		36,872		863,434		5.6		3.9		90.5

		1976-1980		846,570		59,756		36,321		750,493		7.1		4.3		88.7

		1981-1985		1,147,714		88,586		40,254		1,018,874		7.7		3.5		88.8

		資料：藤野・寺西[2000]pp.546-547,　東洋経済新報社[1991]p.356より作成． シリョウフジノテラニシトウヨウケイザイシンポウシャサクセイ

		注：金額の単位は1945年まで100万円、1946年以降、億円． チュウキンガクタンイネンマンエンネンイコウオクエン





産報

		1939.6		1939.6

		1939.12		1939.12

		1940.6		1940.6

		1940.12		1940.12

		1941.6		1941.6

		1941.12		1941.12
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％

人

産業報国会会員数

産業報国会参加率

1691446

24.8150438983

2989976

42.950434083

3733110

52.147737605

4815478

65.8113633121

5293352

69.4333393759

5465558

70.3240623987

5514320

68.6498439906



要約

		戦時期・戦後復興期の企業・金融システム変化（要約） センジキセンゴフッコウキキギョウキンユウヘンカヨウヤク

		株主 カブヌシ		影響力低下 エイキョウリョクテイカ		←統制、所有の分散（財閥解体） トウセイショユウブンサンザイバツカイタイ

		銀行 ギンコウ		企業との密接な関係 キギョウミッセツカンケイ		←資本市場に代替 シホンシジョウダイタイ

		従業員 ジュウギョウイン		企業との密接な関係 キギョウミッセツカンケイ		←企業内訓練、定着、発言機構 キギョウナイクンレンテイチャクハツゲンキコウ





メイン

		戦後の企業グループ（メインバンク関係） センゴキギョウカンケイ

		1.主要な借入先 シュヨウカリイレサキ				←経営監視 ケイエイカンシ

		2.借入以外の金融サービス（預金口座、外貨事務等） カリイレイガイキンユウヨキンコウザガイカジムトウ

		3.株式所有 カブシキショユウ

		4.経営危機時の介入・管理 ケイエイキキジカイニュウカンリ

		* 機関銀行との相違 キカンギンコウソウイ

		　　i)共通する支配的大株主なし キョウツウシハイテキオオカブヌシ

		　　ii)銀行が産業企業ないしその大株主にコントロールされていない ギンコウサンギョウキギョウオオカブヌシ





安定性

		メインバンクの安定性 アンテイセイ

				1955-65		1965-75		1975-85

		サンプル企業数 キギョウスウ		234		234		234

		期首に借入金があった企業 キシュカリイレキンキギョウ		226		233		233

		借入首位普通銀行が不変の企業 カリイレシュイフツウギンコウフヘンキギョウ		168		197		200

		比率 ヒリツ		76.7		87.6		86.6





メイン2
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企業の経営危機とメインバンク

メインバンク融資比率

メインバンク派遣役員数

0.307

0.762

0.279

0.762

0.255

0.905

0.282

0.952

0.284

1

0.29

1.048

0.271

1.095

0.272

1.143

0.26

1.095



補完性

		メインバンク関係と長期雇用関係の補完性 カンケイチョウキコヨウカンケイホカンセイ

		1.メインバンク関係→長期雇用 カンケイチョウキコヨウ

		　経営危機時に倒産を回避 ケイエイキキジトウサンカイヒ

		　敵対的買収からの防衛 テキタイテキバイシュウボウエイ

		　→企業の長期雇用へのコミットメントが可能 キギョウチョウキコヨウカノウ

		2.長期雇用→メインバンク関係 チョウキコヨウカンケイ

		　企業価値の評価のために長期的金融関係が有利 キギョウカチヒョウカチョウキテキキンユウカンケイユウリ





メイン3

		産業企業人口（東証第一部上場）におけるメインバンク関係シェアの推移 サンギョウキギョウジンコウトウショウダイイチブジョウジョウカンケイスイイ

						1960		1970		1980		1990		1999

		企業数 キギョウスウ		メインバンク有り ア		286		331		421		440		519

						(67.8)		(72.7)		(74.5)		(66.9)		(70.3)

				メインバンク無し ナ		136		124		144		218		219

						(32.2)		(27.3)		(25.5)		(33.1)		(29.7)

				データ無し ナ		11		49		27		41		28

				計 ケイ		433		504		592		699		766

		売上高（100万円） ウリアゲダカマンエン		メインバンク有り ア		5,040,244		22,976,507		68,308,962		100,926,640		105,609,540

						(76.3)		(78.5)		(73.5)		(67.1)		(65.6)

				メインバンク無し ナ		1,562,786		6,292,616		24,643,028		49,542,098		55,271,652

						(23.7)		(21.5)		(26.5)		(32.9)		(34.4)

				データ無し ナ		135,348		2,429,198		1,976,657		4,403,557		2,189,759

				計 ケイ		6,738,378		31,698,321		94,928,647		154,872,294		163,070,951

		注：本文参照。( )内は各年の（計－データ無し）を分母とした比率（％）。 チュウホンブンサンショウナイカクネンケイナブンボヒリツ
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寄与度

		メインバンク関係シェア変化の寄与度分解（売上高） カンケイヘンカキヨドブンカイウリアゲダカ

												％

						1960-1970		1970-1980		1980-1990		1990-1999

		全変化 ゼンヘンカ				2.22		-4.93		-6.31		-1.43

		寄与度 キヨド		成長 セイチョウ		0.27		-0.83		-2.86		-1.00

				退出 タイシュツ		-0.37		-0.07		-0.22		-0.39

				新規参入 シンキサンニュウ		-1.95		-2.69		-1.55		-1.03

				属性転換 ゾクセイテンカン		4.18		-1.02		-1.87		1.13

		成長率：メインバンクを持つ企業と持たない企業の成長率の差 セイチョウリツモキギョウモキギョウセイチョウリツサ

		退出：メインバンクを持つ企業と持たない企業の退出率の差 タイシュツモキギョウモキギョウタイシュツリツサ

		新規参入：新規参入企業の属性比の寄与 シンキサンニュウシンキサンニュウキギョウゾクセイヒキヨ

		属性転換：メインバンクを持つ、持たないの間の属性転換の寄与 ゾクセイテンカンモモアイダゾクセイテンカンキヨ
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		1983		1983		1983		1983
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％

大企業（資本金10億円以上）の資金調達構造

資本

社債

借入金

その他

26.9042804179

6.884057971

33.0384226491

33.1732389619

26.1277849383

6.1621555269

32.3144908857

35.3955686491

25.7828282828

5.4646464646

33.6414141414

35.1111111111

24.8522177669

5.1961473275

34.7815303212

35.1701045843

23.6687457187

4.7661967769

35.3751306919

36.1899268126

22.9025988998

5.6391844264

37.0137356303

34.4444810435

22.3195661243

5.6975981882

35.7798438524

36.202991835

20.6741744027

5.3365799219

35.047937909

38.9413077664

19.8989639524

5.0710677284

35.9684048292

39.06156349

18.8555858311

4.7727872023

35.1006416454

41.2709853213

17.9606933063

4.4658785989

36.0620784683

41.5113496265

17.2941563703

4.6523698602

38.8051954628

39.2482783067

17.1898113656

4.4162266636

38.9265005993

39.4674613715

15.5041866335
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35.9581507188

44.5036579751
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4.0058799196

38.2623212386

42.887217823

14.506227819

4.4444292194

39.9861604023

41.0631825594

14.6468190007

4.6509275939

39.4557694131

41.2464839923

15.6378929764

4.9379907401

39.1952630705

40.228853213
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37.330006532

40.6060035426

16.5293423508
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30.6337818114

33.2691703487
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％

円/ドル

日本の貿易収支

貿易収支（GDP比）

円為替レート（対ドル）
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3.1151977691

129.15

2.702634562

144.15

2.2841016266

131.2
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億円

日本の輸出構成

その他

一般機械

電気機器

輸送用機器

精密機器
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メイン2D

				メインバンク融資比率 ユウシヒリツ		メインバンク派遣役員数 ハケンヤクインスウ

		-4		0.307		0.762

		-3		0.279		0.762

		-2		0.255		0.905

		-1		0.282		0.952

		0		0.284		1

		1		0.29		1.048

		2		0.271		1.095

		3		0.272		1.143

		4		0.26		1.095





貿易D

		

				貿易収支（GDP比） ボウエキシュウシヒ		円為替レート（対ドル） エンカワセタイ		貿易収支（億円） ボウエキシュウシオクエン		GDP（10億円） オクエン		輸出(億円） ユシュツオクエン		その他 タ		一般機械 イッパンキカイ		電気機器 デンキキキ		輸送用機器 ユソウヨウキキ		精密機器 セイミツキキ		一般機械 イッパンキカイ		電気機器 デンキキキ		輸送用機器 ユソウヨウキキ		精密機器（100万円） セイミツキキマンエン		乗用自動車 ジョウヨウジドウシャ		繊維 センイ

		1985		4.0031056313		191.8		129,517		323,541		415,719		114,517		70,395		93,061		117,320		20,426		7,039,535		9,306,052		11,732,039		2,042,562		6,046,683

		1986		4.4659170766		152.5		151,249		338,674		345,997		84,540		64,651		78,710		100,416		17,680		6,465,083		7,870,961		10,041,643		1,768,049		5,562,641

		1987		3.7534110572		127.2		132,319		352,530		325,233		76,575		64,919		74,044		93,091		16,605		6,491,858		7,404,402		9,309,118		1,660,467		5,190,724

		1988		3.1151977691		129.15		118,144		379,250		334,258		81,912		71,797		79,441		84,191		16,917		7,179,714		7,944,071		8,419,120		1,691,709		4,951,864

		1989		2.702634562		144.15		110,412		408,535		373,977		91,598		84,046		88,621		91,352		18,361		8,404,560		8,862,060		9,135,157		1,836,076		5,322,447

		1990		2.2841016266		131.2		100,529		440,125		406,879		96,173		91,757		95,269		103,667		20,012		9,175,726		9,526,944		10,366,725		2,001,249		5,969,323		109978

		1991		2.7599644024		125.75		129,231		468,234		414,651		95,970		93,621		99,335		104,853		20,871		9,362,076		9,933,533		10,485,341		2,087,147		6,016,946

		1992		3.2833838475		124.6		157,764		480,492		420,816		95,618		96,589		98,038		110,295		20,276		9,658,853		9,803,818		11,029,530		2,027,639		6,151,064

		1993		3.1971326254		109.9		154,816		484,234		391,640		85,878		92,104		93,898		101,233		18,527		9,210,430		9,389,769		10,123,339		1,852,653		5,249,849

		1994		3.0065395224		98.55		147,322		490,005		393,485		85,477		95,088		99,445		94,961		18,514		9,508,790		9,944,517		9,496,121		1,851,377		4,598,526

		1995		2.4841911905		107.25		123,445		496,922		402,596		92,340		100,097		106,466		84,277		19,416		10,009,658		10,646,625		8,427,706		1,941,631		3,907,434

		1996		1.7837229764		122		90,967		509,984		435,660		104,041		110,499		108,795		91,379		20,946		11,049,868		10,879,512		9,137,949		2,094,554		4,351,104

		1997		2.3631058863		126.9		123,103		520,937		495,190		119,523		121,301		120,406		109,692		24,269		12,130,055		12,040,587		10,969,188		2,426,917		5,765,320

		1998		3.1061872869		116.2		159,843		514,596		488,663		116,095		114,032		117,492		117,580		23,464		11,403,173		11,749,244		11,758,006		2,346,405		6,549,542

		1999		2.7631765204		106.85		140,155		507,224		457,948		108,822		101,512		115,644		107,931		24,040		10,151,193		11,564,384		10,793,105		2,403,965		6,226,148

		2000		2.4563677689		116.15		125,634		511,463		495,256		111,583		110,964		136,702		108,282		27,726		11,096,364		13,670,193		10,828,191		2,772,590		6,123,021		83616

		2001		1.6856865698		132.9		85,270		505,847		465,835		110,586		102,295		115,333		111,330		26,291		10,229,499		11,533,340		11,132,950		2,629,102		6,421,642

		2002		2.3555822614		118.95		117,332		498,102		494,797		119,376		105,988		119,242		129,997		20,194		10,598,833		11,924,196		12,999,722		2,019,379		7,825,791

		2003		2.4578155224		105.97		122,550		498,614		519,261		126,213		110,257		128,634		132,614		21,542		11,025,736		12,863,431		13,261,418		2,154,179		7,892,731





資金D

				資本		社債		借入金		その他		資産負債

		1960		26.9042804179		6.884057971		33.0384226491		33.1732389619		11868

		1961		26.1277849383		6.1621555269		32.3144908857		35.3955686491		16293

		1962		25.7828282828		5.4646464646		33.6414141414		35.1111111111		19800

		1963		24.8522177669		5.1961473275		34.7815303212		35.1701045843		24191

		1964		23.6687457187		4.7661967769		35.3751306919		36.1899268126		27737

		1965		22.9025988998		5.6391844264		37.0137356303		34.4444810435		30359

		1966		22.3195661243		5.6975981882		35.7798438524		36.202991835		33558

		1967		20.6741744027		5.3365799219		35.047937909		38.9413077664		39426

		1968		19.8989639524		5.0710677284		35.9684048292		39.06156349		46716

		1969		18.8555858311		4.7727872023		35.1006416454		41.2709853213		56885

		1970		17.9606933063		4.4658785989		36.0620784683		41.5113496265		68945

		1971		17.2941563703		4.6523698602		38.8051954628		39.2482783067		78992

		1972		17.1898113656		4.4162266636		38.9265005993		39.4674613715		92613

		1973		15.5041866335		4.0340046727		35.9581507188		44.5036579751		117278

		1974		14.8445810188		4.0058799196		38.2623212386		42.887217823		135376

		1975		14.506227819		4.4444292194		39.9861604023		41.0631825594		145958

		1976		14.6468190007		4.6509275939		39.4557694131		41.2464839923		158205

		1977		15.6378929764		4.9379907401		39.1952630705		40.228853213		162637

		1978		16.6983458186		5.3656441068		37.330006532		40.6060035426		169933

		1979		16.5293423508		5.4577968155		35.0564285974		42.9564322363		192367

		1980		17.7261268673		5.2823925033		34.61945057		42.3720300594		209053

		1981		18.3978686555		5.2881556624		34.9396472501		41.3743284321		226336

		1982		19.7539198329		5.5597304836		35.5640186301		39.1223310534		235533

		1983		20.8089729154		5.7767750881		34.779664277		38.6345877195		249551

		1984		21.4419634619		6.0118102971		33.7486621148		38.7975641262		270950

		1985		23.4579617921		7.7538883806		32.8542557114		35.9338941159		292924

		1986		24.5435307344		8.6426611117		32.9206758589		33.8931322951		302430

		1987		25.0980936628		9.1516860037		32.5230293738		33.2271909597		331316

		1988		25.6739604885		9.5159351347		32.0523999443		32.7577044325		387634

		1989		26.2073253522		10.2351046557		29.9554661118		33.6021038802		455159

		1990		26.1363410395		9.9607068003		30.6337818114		33.2691703487		502886

		1991		26.1672020303		10.1673518697		30.5518772066		33.1135688933		533905

		1992		26.550850565		9.9567772975		31.1970133001		32.2953588373		539994

		1993		27.3703647173		10.4244301408		31.0301951835		31.1750099583		537238

		1994		27.859677609		10.1957636583		30.4833294149		31.4612293179		544432

		1995		28.0331189051		9.6910270251		29.7213622291		32.5544918407		560405





産報D

		

				産業報国会会員数 サンギョウホウコクカイカイインスウ		産業報国会参加率 サンギョウホウコクカイサンカリツ				Number of workers

		1939.6		1,691,446		24.8150438983		4567		6,816,212

		1939.12		2,989,976		42.950434083		19670		6,961,457

		1940.6		3,733,110		52.147737605		34929		7,158,719

		1940.12		4,815,478		65.8113633121		60495		7,317,092

		1941.6		5,293,352		69.4333393759		78146		7,623,646

		1941.12		5,465,558		70.3240623987		85522		7,771,960

		1942.6		5,514,320		68.6498439906		86509		8,032,531







日本の株式市場規模：戦前の国際比較
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長期GNP

		1人当たりGNPの長期国際比較 ニンアチョウキ

				実数								倍率

				1900		1936		1950		1979		1900-36		1936-50		1950-79

		日本		810		1,478		1,154		8,800		1.83		0.78		7.63

		オーストラリア		3,213		3,632		4,825		9,100		1.13		1.33		1.89

		オーストリア		1,796		1,867		2,310		8,620		1.04		1.24		3.73

		ベルギー		2,947		3,850		4,136		10,890		1.31		1.07		2.63

		カナダ		1,920		2,426		4,323		9,650		1.26		1.78		2.23

		デンマーク		2,390		4,194		5,102		11,900		1.75		1.22		2.33

		フィンランド		1,219		2,314		1,619		8,260		1.90		0.70		5.10

		フランス		2,008		2,660		3,366		9,940		1.32		1.27		2.95

		ドイツ		1,235		2,079		3,259		11,730		1.68		1.57		3.60

		イタリア		943		1,400		1,589		5,240		1.48		1.13		3.30

		オランダ		2,506		3,293		4,177		10,240		1.31		1.27		2.45

		ノルウェイ		1,491		3,178		4,204		10,710		2.13		1.32		2.55

		スウェーデン		1,713		3,982		5,402		11,920		2.32		1.36		2.21

		イギリス		2,089		2,807		3,335		6,340		1.34		1.19		1.90

		アメリカ		2,787		3,775		5,737		10,820		1.35		1.52		1.89

		資料：A.Maddison, Phases of Capitalist Development, 1982;

		　　　　東洋経済新報社『完結 昭和国勢総覧』、1991年．





産業

		





産業

		1875		1875

		40.3694321691		22.9411899418

		39.0009330519		25.4688036447

		39.7506604255		23.125102017

		37.6784537667		21.8711745847

		1880		1880

		37.5551890887		20.8143464858

		39.8373171828		18.5792416549

		42.5331747331		18.1843605855

		45.3517315837		17.3841485367

		1885		1885

		44.0030204431		16.5334644467

		47.2279683586		16.8659392567

		50.501074072		17.4955121315

		54.1446165659		14.6839219068

		1890		1890

		46.9649842371		16.3861886267

		49.4209604874		15.1294613775

		52.5117172176		14.8335182466

		49.9515710117		14.9483437901

		1895		1895

		56.3476594224		14.1381530272

		56.1815004656		15.0948776251

		49.5539947161		14.1059984024

		57.4009609666		14.4200583475

		1900		1900

		55.7401527664		16.0091607009

		56.3532135677		16.9823390037

		51.1491841287		18.0882039628

		50.7504471608		20.4476909217

		1905		1905

		57.3233851892		20.3156584876

		55.754833207		20.6608804657

		55.4598541569		20.0371120701

		59.2077866561		19.8399436242

		1910		1910

		57.1002602248		21.9177912679

		55.8468822031		23.7460836815

		57.8021417644		23.7390457286

		62.2365057675		24.936884143

		1915		1915

		70.4848732505		35.4407083319

		72.0657982473		42.6799268096

		70.577442118		40.900157403

		66.9251264627		30.4958317685

		1920		1920

		69.333216852		25.7089805852

		71.1532928064		25.5622145623

		70.6003442509		23.3019699031

		69.6945303703		23.8394488522

		1925		1925

		72.065770691		25.6466950106

		73.3944378335		27.268842161

		74.7079340722		28.2536260337

		74.9122888855		30.182787411

		1930		1930

		79.1888413583		29.2412690928

		77.7857091416		32.396309589

		78.8836195666		35.626615635

		82.6457910709		38.9286381356

		1935		1935

		81.6448887786		45.0169625828

		83.7188880485		49.5409868258

		85.4576685969		54.8048406393

		83.1650287231		58.1510869509

		1940		1940



鉱工業生産額／鉱工業・農業生産額

重化学工業生産額／鉱工業生産額

％

工業化と重化学工業化

34.553635341

21.8603137023

37.1971503909

23.3763331088

41.2303900285

16.6916642733

42.3741461118

16.9096868474

54.1312949728

13.7858787939

55.5803377118

16.1999178791

57.5483181559

21.7421265316

61.8610153326

20.9540537855

66.3312302251

29.1938730057

68.8745597303

33.4341764381

68.9711463072

23.7666916095

78.1568096986

32.7670733407

82.4954683049

43.536386232

83.7793789951

58.8489177219



輸出
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％

日本の輸出（比較優位）構造の変化

繊維

機械
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雇用

		雇用調整速度の比較 コヨウチョウセイソクドヒカク

		日本（戦前） ニホンセンゼン		0.52

		日本（1960-73） ニホン		0.35

		日本（1974-85） ニホン		0.17

		アメリカ（1960-85）		0.66





紡績

		戦前期紡績業労働力の構成 センゼンキボウセキギョウロウドウリョクコウセイ

				男子 ダンシ		女子 ジョシ		計 ケイ		女子比率 ジョシヒリツ

		1911		19,289		81,217		100,506		80.8

		1920		43,908		142,443		186,351		76.4

		1930		37,931		132,468		170,399		77.7





資本市場1

		表2 産業資金供給（残高の増減） ヒョウサンギョウシキンキョウキュウザンダカゾウゲン

				金額（100万円、億円） キンガクマンエンオクエン								構成比（％） コウセイヒ

				計 ケイ		株式 カブシキ		事業債 ジギョウサイ		借入 カリイレ		株式 カブシキ		事業債 ジギョウサイ		借入 カリイレ

		1886-1890		162		68		0		94		42.0		0.2		57.9

		1891-1895		175		85		11		79		48.6		6.3		45.2

		1896-1900		717		226		4		487		31.5		0.6		67.9

		1901-1905		458		111		30		317		24.2		6.5		69.4

		1906-1910		1,016		270		112		633		26.6		11.1		62.4

		1911-1915		1,567		420		121		1,026		26.8		7.7		65.5

		1916-1920		10,107		4,542		264		5,301		44.9		2.6		52.5

		1921-1925		5,958		1,778		1,220		2,961		29.8		20.5		49.7

		1926-1930		5,187		2,430		1,414		1,343		46.9		27.3		25.9

		1931-1935		1,210		1,629		69		(488)		134.6		5.7		-40.3

		1936-1940		24,476		10,538		1,641		12,297		43.1		6.7		50.2

		1941-1945		100,373		16,794		6,378		77,201		16.7		6.4		76.9

		1946-1950		16,350		2,134		574		13,642		13.0		3.5		83.4

		1951-1955		42,308		5,955		1,592		34,761		14.1		3.8		82.2

		1956-1960		98,783		14,029		4,652		80,102		14.2		4.7		81.1

		1961-1965		241,680		33,697		10,559		197,423		13.9		4.4		81.7

		1966-1970		430,294		29,161		13,203		387,930		6.8		3.1		90.2

		1971-1975		954,042		53,736		36,872		863,434		5.6		3.9		90.5

		1976-1980		846,570		59,756		36,321		750,493		7.1		4.3		88.7

		1981-1985		1,147,714		88,586		40,254		1,018,874		7.7		3.5		88.8

		資料：藤野・寺西[2000]pp.546-547,　東洋経済新報社[1991]p.356より作成． シリョウフジノテラニシトウヨウケイザイシンポウシャサクセイ

		注：金額の単位は1945年まで100万円、1946年以降、億円． チュウキンガクタンイネンマンエンネンイコウオクエン





資本市場2

		





資本市場2
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図1 株式市場規模の戦前・戦後比較

資料：東京株式取引所『東京株式取引所統計年報』各年版, 東京証券取引所『東証要覧』2004年版,　大川[1974], 　内閣
　　　　経済社会総合研究所[2001], 　内閣府社会経済研究所ホームページ
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1人当たりGDP（GNP）

図2a 株式市場規模の国際比較Ⅰ
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千円

図3c 東京株式取引所上場会社公称資本金の推移

資料：東京株式取引所[1938].
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％

図4 東株上場企業資本金／全株式会社資本金

資料：東京株式取引所[1938], 東洋経済新報社[1927 1991],　農商務省 『農商務統計年報』各年版.
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上場

		表9 東株上場の決定要因 ヒョウトウカブジョウジョウケッテイヨウイン

		被説明変数：Lit ヒセツメイヘンスウ

		推定法 スイテイホウ		Logit						Logit

		定数項 テイスウコウ		-9.743		(-4.748)		***		-5.677		(-5.259)		***

		NCAP		0.988		( 2.797)		***		0.800		( 2.431)		**

		NAGE		0.892		( 2.665)		***		0.817		( 2.528)		**

		ROE		0.180		( 0.097)				0.050		( 0.030)

		EAST		6.597		( 4.052)		***		3.902		( 3.167)		***

		REFORM		2.180		( 1.681)		*		2.322		( 2.065)		**

		EAST*REFORM		-6.563		(-3.693)		***		-3.916		(-2.701)		***

		LAW		4.246		( 2.827)		***

		R2		0.080						0.042

		Log likelihood		-71.050						-75.611

		Obs.		938						938

		Positive obs.		18						18

		注：本文参照． チュウホンブンサンショウ

		　　( )はt値． チ

		　　***　1％で有意 ユウイ

		　　**　　5％で有意 ユウイ





取締役

		株主による企業統治Ⅰ：取締役の構成 カブヌシキギョウトウチトリシマリヤクコウセイ

								％

						1935		1942

		計 ケイ		内部昇進者 ナイブショウシンシャ		34		51

				大株主 オオカブヌシ		15		9

		財閥系 ザイバツケイ		内部昇進者 ナイブショウシンシャ		36		48

				大株主 オオカブヌシ		6		8

				本社役員 ホンシャヤクイン		15		13

		非財閥系 ヒザイバツケイ		内部昇進者 ナイブショウシンシャ		32		54

				大株主 オオカブヌシ		23		11





石坂

		石坂泰三「ガラス箱の中の経営」『経営者』1951.1 イシザカタイゾウバコナカケイエイケイエイシャ

		当時私は重役会に臨む場合には、とにかく学生が試験でも受けるような感じがしたもので、 トウジワタシジュウヤクカイノゾバアイガクセイシケンウカン

		割合によく勉強し調べたのであった。そして社外重役が「これはどうかね」、「これはよい ワリアイベンキョウシラシャガイジュウヤク

		だろう」などと言われるのをこちらで翻訳して、あれはいかん、これはよいという見当をつけ イホンヤクケントウ

		てゆくわけである。－中略－それで第一生命の方針が出来てゆく。－中略－昔は重役会で チュウリャクダイイチセイメイホウシンデキチュウリャクムカシジュウヤクカイ

		大体方針を決めてゆくと、その方針にしたがって経営者がエンジンをかけて動かす。だから ダイタイホウシンキホウシンケイエイシャウゴ

		重役会の意向に反して社長が何かやるということはなかった ジュウヤクカイイコウハンシャチョウナニ





財閥規模

		主要財閥の規模（払込資本金、1937年） シュヨウザイバツキボハライコミシホンキンネン

								全株式会社 ゼンカブシキカイシャ		9大財閥計 ダイザイバツケイ		三井 ミツイ		三菱 ミツビシ		住友 スミトモ		安田 ヤスダ		古河 フルカワ		日産 ニッサン		大倉 オオクラ		野村 ノムラ		浅野 アサノ

								100万円 マンエン		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%

		計 ケイ						17,655		15.0		3.5		3.3		2.2		1.4		0.4		2.2		0.6		0.3		1.1

		金融 キンユウ						1,640		25.3		4.3		7.7		3.6		8.6		0.1		0.1		0.0		0.9		0.0

		鉱業 コウギョウ						1,453		35.5		11.2		7.4		2.3		0.0		1.0		11.2		1.1		0.0		1.3

		製造業 セイゾウギョウ						6,049		18.2		3.5		3.6		2.8		0.5		0.9		3.5		0.7		0.2		2.4

				重化学工業 ジュウカガクコウギョウ				3,613		20.6		3.8		4.3		3.8		0.2		1.4		4.4		0.8		0.0		1.9

				軽工業 ケイコウギョウ				2,437		14.6		3.2		2.5		1.5		0.9		0.1		2.2		0.6		0.6		3.1

		電気・ガス デンキ						2,649		3.6		0.4		0.0		0.7		1.9		0.0		0.2		0.0		0.4		0.0

		陸運 リクウン						1,278		6.4		0.6		0.7		3.5		0.6		0.0		0.0		0.8		0.0		0.2

		海運 カイウン						476		19.1		0.6		15.6		0.0		0.0		0.0		0.8		0.0		0.0		2.1

		不動産・倉庫 フドウサンソウコ						635		21.2		2.0		1.9		9.0		3.2		0.0		0.5		1.4		0.0		3.2

		商業 ショウギョウ						2,920		6.0		4.3		0.8		0.0		0.2		0.0		0.0		0.3		0.3		0.2

		その他 タ						554		8.4		1.3		0.9		0.2		0.0		0.1		0.3		3.3		1.9		0.4





三井

		三井財閥の多角化 ミツイザイバツタカクカ

		1937年の主要三井系企業 ネンシュヨウミツイケイキギョウ		設立年 セツリツネン		三井財閥による事業開始年 ミツイザイバツジギョウカイシネン

		三井銀行 ミツイギンコウ		1876		1683

		三井物産 ミツイブッサン		1876		1874

		三井鉱山 ミツイコウザン		1907		1874

		東神倉庫 トウカミソウコ		1909		1892

		芝浦製作所 シバウラセイサクジョ		1904		1893

		東洋綿花 トウヨウメンカ		1920		1894

		小野田セメント オノダ		1881		1897

		北海道炭鉱汽船 ホッカイドウタンコウキセン		1889		1899

		日本製鋼所 ニホンセイコウジョ		1907		1907

		大日本セルロイド ダイニホン		1919		1908

		東洋高圧 トウヨウコウアツ		1933		1912

		三池窒素 ミイケチッソ		1931		1912

		太平洋炭鉱 タイヘイヨウタンコウ		1920		1915

		三井信託 ミツイシンタク		1924		1924

		釜石鉱山 カマイシコウザン		1924		1924

		三井生命 ミツイセイメイ		1927		1926

		東洋レーヨン トウヨウ		1926		1926

		日本製粉 ニホンセイフン		1896		1928

		注：網かけは買収による多角化． チュウアミバイシュウタカクカ





三井本社

		三井合名（本社）の内部組織（1920年） ミツイゴウメイホンシャナイブソシキネン

						社長 シャチョウ

						理事会 リジカイ

		財務部 ザイムブ				事業部 ジギョウブ				本部 ホンブ

		会計課 カイケイカ		不動産課 フドウサンカ		山林課 サンリンカ		調査課 チョウサカ		秘書課 ヒショカ		文書課 ブンショカ		検査課 ケンサカ		用度課 ヨウドカ





三菱本社

		三菱合資会社の内部組織（1919年） ミツビシゴウシカイシャナイブソシキネン

				社長 シャチョウ

				総理事 ソウリジ

				常務理事 ジョウムリジ

		地所部 ジショブ

				総務部 ソウムブ		査業課 サギョウカ		人事課 ジンジカ		監理課 カンリカ

				監査課 カンサカ





取極

		分系会社と合資会社の関係取極（三菱財閥） ブンケイカイシャゴウシカイシャカンケイトキワミツビシザイバツ

		1.分系会社の取締役、監査役は三菱合資会社在籍とする ブンケイカイシャトリシマリヤクカンサヤクミツビシゴウシカイシャザイセキ

		2.三菱合資会社が制定した規則は分系会社に適用。分系会社が異る規則を制定 ミツビシゴウシカイシャセイテイキソクブンケイカイシャテキヨウブンケイカイシャコトキソクセイテイ

		　する場合は合資会社社長の承認が必要 バアイゴウシカイシャシャチョウショウニンヒツヨウ

		3.分系会社の各年度の予算、決算は合資会社社長の承認を要する ブンケイカイシャカクネンドヨサンケッサンゴウシカイシャシャチョウショウニンヨウ

		4.分系会社は推定資金収支、損益予算書を合資会社に提出 ブンケイカイシャスイテイシキンシュウシソンエキヨサンショゴウシカイシャテイシュツ

		5.三菱合資会社総務部監査課は合資会社社長の命によって分系会社の会計 ミツビシゴウシカイシャソウムブカンサカゴウシカイシャシャチョウメイブンケイカイシャカイケイ

		　監査を行う カンサオコナ

		6.分系会社の職員は三菱合資会社が一括して採用、選考する ブンケイカイシャショクインミツビシゴウシカイシャイッカツサイヨウセンコウ





回帰

		企業収益性の回帰分析（1922-36年）

						(1)				(2)

		定数項				10.559		***		4.310		*

		払込資本金				-0.019		*		-0.025		**

		財閥ダミー				-0.233				3.651		***

		産業ダミー		金融						2.386

				鉱業						2.125

				機械						-0.717

				金属						2.194

				化学						5.919		**

				製紙						11.635		**

				窯業						5.846		*

				繊維						8.966		***

				食料品						10.384		***

				電力・ガス						8.392		***

				陸運						5.532		**

				海運						0.904

				商業・貿易						5.417		**

				ad-R2		0.0099				0.0311

		注：①各式とも他に年次ダミーを含む．

		　　 ②*** 1％有意

		　　　　**  5％有意

		　　　　*　　10％有意





買収

		財閥による企業買収 ザイバツキギョウバイシュウ

		被買収企業 ヒバイシュウキギョウ		買収年 バイシュウネン		設立年 セツリツネン		買収主体 バイシュウシュタイ

		東京火災 トウキョウカサイ		1896		1887		安田 ヤスダ

		北海道炭鉱汽船 ホッカイドウタンコウキセン		1899		1889		三井 ミツイ

		四国銀行 シコクギンコウ		1907		1896		安田 ヤスダ

		中国鉄道 チュウゴクテツドウ		1909		1896		安田 ヤスダ

		九州炭坑鉄道 キュウシュウタンコウテツドウ		1911		1907		三菱 ミツビシ

		京浜運河 ケイヒンウンガ		1920		1917		浅野 アサノ

		日本製紙 ニホンセイシ		1922		1913		安田 ヤスダ

		日本昼夜銀行 ニホンチュウヤギンコウ		1922		1898		安田 ヤスダ

		第三銀行 ダイサンギンコウ		1923		1895		安田 ヤスダ

		飯塚炭坑 イイヅカタンコウ		1924		1918		三菱 ミツビシ

		住友生命 スミトモセイメイ		1925		1907		住友 スミトモ

		東京鋼材 トウキョウコウザイ		1926		1917		三菱 ミツビシ

		日本製粉 ニホンセイフン		1928		1896		三井 ミツイ

		日本電気 ニホンデンキ		1932		1899		住友 スミトモ

		日本漁業 ニホンギョギョウ		1934		1925		日産 ニッサン

		日本油脂 ニホンユシ		1934		1921		日産 ニッサン

		大阪鉄工所 オオサカテッコウジョ		1934		1913		日産 ニッサン

		日本化学工業 ニホンカガクコウギョウ		1937		1934		日産 ニッサン

		日本ビクター ニホン		1937		1927		日産 ニッサン





鮎川

		鮎川義介『物の見方、考へ方』（1937年） アユカワギスケモノミカタカンガカタネン

		「日産の仕事は、丁度植木屋稼業と似通っている。色々の種子や苗を仕入れてきて、

		適当に日光を与へ、水を遣り、肥料を施しなどして育て上げ、その草木に、花が咲き、

		果実が実るようになれば、花や果実を株主に配当する。また枯れかかった珍木や、日

		陰で伸びない佳草が見つかれば、これを安価に仕入れて、土を変へ、手入れを施して

		培養することもあり、さらに桃の木の台に接ぎ木して、梅を咲かせる術も心得ている」





日本製粉株

		日本製粉の上位10株主 ニホンセイフンジョウイカブヌシ

										％

				1927年 ネン				1930年 ネン

		1		鈴木商店 スズキショウテン		72.8		三井物産 ミツイブッサン		60.1

		2		下川勝治 シモカワカツジ		2.0		中島知久平 ナカジマチキュウヘイ		1.0

		3		野田醤油会社 ノダショウユカイシャ		0.5		西村光四郎 ニシムラヒカリシロウ		0.9

		4		松島久之助 マツシマヒサユキスケ		0.5		野田醤油会社 ノダショウユカイシャ		0.8

		5		松井元 マツイゲン		0.5		岩崎清七商店 イワサキセイ7ショウテン		0.7

		6		大西一三 オオニシ13		0.4		中村藤一 ナカムラフジ1		0.6

		7		川西正一 カワニシショウイチ		0.3		綾真一 アヤシンイチ		0.5

		8		窪田駒吉 クボタコマキチ		0.3		太田良英 オオタリョウエイ		0.4

		9		原徳太郎 ハラトクタロウ		0.2		中島義治 ナカジマギジ		0.4

		10		神谷伝兵衛 カミヤデンヒョウエ		0.1		丸山清治 マルヤマキヨジ		0.4





日本製粉役員

		日本製粉の新経営陣（1928年） ニホンセイフンシンケイエイジンネン

		役職 ヤクショク		氏名 シメイ		三井物産における役職 ミツイブッサンヤクショク

		会長 カイチョウ		安川雄之助 ヤスカワユウノスケ		三井物産常務 ミツイブッサンジョウム

		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		小林正直 コバヤシショウジキ		三井物産常務 ミツイブッサンジョウム

		代表取締役専務 ダイヒョウトリシマリヤクセンム		中村藤一 ナカムラフジ1		元三井物産営業部長 モトミツイブッサンエイギョウブチョウ

		常務取締役 ジョウムトリシマリヤク		長谷川藤橘 ハセガワフジキツ		前三井物産営業部長代理 ゼンミツイブッサンエイギョウブチョウダイリ

		取締役 トリシマリヤク		田中寛 タナカカン

		取締役 トリシマリヤク		八尋俊介 ヤヒロシュンスケ

		取締役 トリシマリヤク		田中文増 タナカブンゾウ		三井物産取締役 ミツイブッサントリシマリヤク

		監査役 カンサヤク		板倉勝憲 イタクラカツアキラ

		監査役 カンサヤク		藁谷英夫 ワラタニヒデオ		元三井物産社員 モトミツイブッサンシャイン

		監査役 カンサヤク		御酒元徳松 オサケゲントクマツ		三井物産本店会計課長 ミツイブッサンホンテンカイケイカチョウ





日本製粉

		三井財閥による買収と日本製粉の事業成績 ミツイザイバツバイシュウニホンセイフンジギョウセイセキ

				払込資本金 ハライコミシホンキン		ROE		食料品工業平均ROEとの差 ショクリョウヒンコウギョウヘイキンサ		日清製粉ROEとの差 ニッシンセイフンサ		株価 カブカ		日清製粉株価 ニッシンセイフンカブカ

				千円 センエン		%/年 ネン		%/年 ネン		%/年 ネン		円 エン		円 エン

		1922		5,625		10.0		-2.7		-11.0		42.7		85.6

		1923		6,810		9.2		-7.8		-9.1		40.7		101.8

		1924		8,296		13.3		-6.7		-11.8		44.0		99.8

		1925		8,390		12.6		-2.9		-8.4		53.6		104.3

		1926		10,720		-76.2		-90.6		-91.3		47.8		99.3

		1927		11,075		-154.1		-170.5		-168.5		12.7		91.5

		1928		11,075		0.5		-1.8		-14.5		･･･		103.2

		1929		3,938		7.6		0.1		-7.7		55.5		88.8

		1930		3,938		9.7		3.3		-3.6		40.3		75.5

		1931		3,938		11.0		5.7		-0.9		41.9		79.1

		1932		3,938		20.2		9.5		8.6		59.0		85.6

		1933		3,938		25.2		11.5		12.1		71.2		83.2

		1934		5,953		13.1		-2.2		1.0		69.2		78.7

		1935		7,969		17.7		-0.1		2.3		76.3		76.8

		1936		7,969		15.5		-3.4		0.6		71.6		81.7

		注：影の部分は三井財閥による買収年を示す。 チュウカゲブブンミツイザイバツバイシュウネンシメ





機械

		1880

		1890

		1900

		1910

		1920

		1930

		1940

		1942

		1950

		1960

		1970

		1980

		1990

		1996



％

機械工業の発展（機械生産額／工業生産額）
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機械2

		1930		1930		1930		1930

		1931		1931		1931		1931

		1932		1932		1932		1932

		1933		1933		1933		1933

		1934		1934		1934		1934

		1935		1935		1935		1935

		1936		1936		1936		1936

		1937		1937		1937		1937

		1938		1938		1938		1938

		1939		1939		1939		1939

		1940		1940		1940		1940

		1941		1941		1941		1941

		1942		1942		1942		1942



図１ 鉱工業労働者数（千人）

工業計（右目盛）

機械器具（左目盛）

金属（左目盛）

鉱山（左目盛）
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産報
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産報2

		表２ 産業報国会の労働争議抑制機能 ヒョウサンギョウホウコクカイロウドウソウギヨクセイキノウ

		被説明変数：DISPUTE ヒセツメイヘンスウ

		推定法：TOBIT スイテイホウ

				(1)-1				(1)-2

		定数項 テイスウコウ		-0.00469		（-0.287）		-0.00908		（0.557）

		SANPO(-1)		-0.00098		（-0.1885）		0.00125		（0.240)

		MALE(-1)		0.03367		（1.529）		0.01876		(0.863)

		1940L		-0.00244		（-1.899）		0.00684		(1.451)

		1941F		-0.00551		（-3.141）		0.00539		(1.298)

		1941L		-0.00775		（-4.058）		-0.01340		(-2.082)

		1942F		-0.00704		（-3.694）		-0.13000		(-3.207)

		SANPO(-1)*1940L						-0.13200		(-2.061)

		SANPO(-1)*1941F						-0.14800		(-2.777)

		SANPO(-1)*1941L						0.00729		(0.883)

		SANPO(-1)*1942F						0.00413		(1.454)

		Log of Likelihood		597.448				605.061

		観測数 カンソクスウ		227				227

		注：本文参照、( )内はt値． チュウホンブンサンショウナイチ

		　　他に府県ダミーを説明変数に含むが報告されていない． タフケンセツメイヘンスウフクホウコク





産報3

		表４ 産業報国会の生産性向上機能Ⅰ：府県別工場統計 ヒョウサンギョウホウコクカイセイサンセイコウジョウキノウフケンベツコウジョウトウケイ

		被説明変数：EFFIC ヒセツメイヘンスウ

		推定法：OLS スイテイホウ

				(1)-1				(1)-2				(1)-3				(1)-4

		定数項 テイスウコウ		-3701.440		（-1.645）		-4192.600		（-1.791）		-2995.260		(-1.068)		-3577.500		(-1.277)

		SANPO(-1)		1178.620		(2.535)		2818.440		（2.345)		1742.430		(2.423)		2730.590		(2.319)

		MALE		13370.200		（3.853）		13453.900		(3.702)		13031.600		(3.564)		13210.000		(3.510)

		SCALE		11.411		(1.108)		10.488		(0.954)		10.638		(0.992)		10.047		(0.893)

		1941		-286.681		（-0.982）		674.383		(0.548)		-304.539		(-1.015)		680.203		(0.548)

		1942		-656.682		（-2.182）		293.759		(0.217)		-735.950		(-2.175)		113.435		(0.0874)

		SANPO(-1)*1941						-1612.120		(-0.963)						-1623.920		(-0.963)

		SANPO(-1)*1942						-1581.440		(-0.803)						-1420.050		(-0.754)

		DISPUTE										-9261.390		(-0.520)		-8267.030		(-0.505)

		adR2		0.872						0.871		0.871				0.870

		Log of Likelihood		-987.124						-976.829		-977.721				-976.512

		観測数 カンソクスウ		122						122		122				122

		注：本文参照、( )内はWhiteの一致性のある分散に基づくt値． チュウホンブンサンショウナイイッチセイブンサンモトチ

		　　説明変数に府県ダミーを含むが報告されていない． セツメイヘンスウフケンフクホウコク





年表

		第二次世界大戦期の企業・金融統制（略年表） ダイニジセカイタイセンキキギョウキンユウトウセイリャクネンピョウ

		1937.7		日中戦争勃発 ニッチュウセンソウボッパツ

		1937.9		臨時資金調整法公布 リンジシキンチョウセイホウコウフ

		1938.4		国家総動員法公布 コッカソウドウインホウコウフ

		1939.4		会社利益配当及資金融通令公布 カイシャリエキハイトウオヨシキンユウヅウレイコウフ

				従業員雇入制限令、工場事業場技能者養成令公布 ジュウギョウインヤトイイセイゲンレイコウジョウジギョウバギノウシャヨウセイレイコウフ

		1940.10		会社経理統制令公布 カイシャケイリトウセイレイコウフ

		1940.12		経済新体制確立要綱閣議決定 ケイザイシンタイセイカクリツヨウコウカクギケッテイ

		1941.7		財政金融基本方策要綱閣議決定 ザイセイキンユウキホンホウサクヨウコウカクギケッテイ

		1941.8		時局共同融資団結成 ジキョクキョウドウユウシダンケッセイ

		1942.5		全国金融統制会設立 ゼンコクキンユウトウセイカイセツリツ

		1943.10		軍需会社法公布 グンジュカイシャホウコウフ

		1944.1		軍需会社指定金融機関制度発足 グンジュカイシャシテイキンユウキカンセイドホッソク





新体制

		経済新体制確立要綱（1940.12閣議決定） ケイザイシンタイセイカクリツヨウコウカクギケッテイ

		「企業体制を確立し資本、経営、労務の有機的一体たる企業をして国家綜合 キギョウタイセイカクリツシホンケイエイロウムユウキテキイッタイキギョウコッカソウゴウ

		計画の下に国民経済の構成部分として企業担当者の創意と責任とにおいて ケイカクシタコクミンケイザイコウセイブブンキギョウタントウシャソウイセキニン

		自主的経営に任ぜしめ其の最高能率の発揮によって生産力を増強・・・」 ジシュテキケイエイニンソサイコウノウリツハッキセイサンリョクゾウキョウ





要約

		戦時期・戦後復興期の企業・金融システム変化（要約） センジキセンゴフッコウキキギョウキンユウヘンカヨウヤク

		株主 カブヌシ		影響力低下 エイキョウリョクテイカ		←統制、所有の分散（財閥解体） トウセイショユウブンサンザイバツカイタイ

		銀行 ギンコウ		企業との密接な関係 キギョウミッセツカンケイ		←資本市場に代替 シホンシジョウダイタイ

		従業員 ジュウギョウイン		企業との密接な関係 キギョウミッセツカンケイ		←企業内訓練、定着、発言機構 キギョウナイクンレンテイチャクハツゲンキコウ





メイン

		戦後のメインバンク関係 センゴカンケイ

		1.主要な借入先 シュヨウカリイレサキ				←経営監視 ケイエイカンシ

		2.借入以外の金融サービス（預金口座、外貨事務等） カリイレイガイキンユウヨキンコウザガイカジムトウ

		3.株式所有 カブシキショユウ

		4.経営危機時の介入・管理 ケイエイキキジカイニュウカンリ

		* 機関銀行との相違 キカンギンコウソウイ

		　　i)共通する支配的大株主なし キョウツウシハイテキオオカブヌシ

		　　ii)銀行が産業企業ないしその大株主にコントロールされていない ギンコウサンギョウキギョウオオカブヌシ





安定性

		メインバンクの安定性 アンテイセイ

				1955-65		1965-75		1975-85

		サンプル企業数 キギョウスウ		234		234		234

		期首に借入金があった企業 キシュカリイレキンキギョウ		226		233		233

		借入首位普通銀行が不変の企業 カリイレシュイフツウギンコウフヘンキギョウ		168		197		200

		比率 ヒリツ		76.7		87.6		86.6
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企業の経営危機とメインバンク
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補完性

		メインバンク関係と長期雇用関係の補完性 カンケイチョウキコヨウカンケイホカンセイ

		1.メインバンク関係→長期雇用 カンケイチョウキコヨウ

		　経営危機時に倒産を回避 ケイエイキキジトウサンカイヒ

		　敵対的買収からの防衛 テキタイテキバイシュウボウエイ

		　→企業の長期雇用へのコミットメントが可能 キギョウチョウキコヨウカノウ

		2.長期雇用→メインバンク関係 チョウキコヨウカンケイ

		　企業価値の評価のために長期的金融関係が有利 キギョウカチヒョウカチョウキテキキンユウカンケイユウリ





メイン3

		産業企業人口（東証第一部上場）におけるメインバンク関係シェアの推移 サンギョウキギョウジンコウトウショウダイイチブジョウジョウカンケイスイイ

						1960		1970		1980		1990		1999

		企業数 キギョウスウ		メインバンク有り ア		286		331		421		440		519

						(67.8)		(72.7)		(74.5)		(66.9)		(70.3)

				メインバンク無し ナ		136		124		144		218		219

						(32.2)		(27.3)		(25.5)		(33.1)		(29.7)

				データ無し ナ		11		49		27		41		28

				計 ケイ		433		504		592		699		766

		売上高（100万円） ウリアゲダカマンエン		メインバンク有り ア		5,040,244		22,976,507		68,308,962		100,926,640		105,609,540

						(76.3)		(78.5)		(73.5)		(67.1)		(65.6)

				メインバンク無し ナ		1,562,786		6,292,616		24,643,028		49,542,098		55,271,652

						(23.7)		(21.5)		(26.5)		(32.9)		(34.4)

				データ無し ナ		135,348		2,429,198		1,976,657		4,403,557		2,189,759

				計 ケイ		6,738,378		31,698,321		94,928,647		154,872,294		163,070,951

		注：本文参照。( )内は各年の（計－データ無し）を分母とした比率（％）。 チュウホンブンサンショウナイカクネンケイナブンボヒリツ





寄与度

		メインバンク関係シェア変化の寄与度分解（売上高） カンケイヘンカキヨドブンカイウリアゲダカ

												％

						1960-1970		1970-1980		1980-1990		1990-1999

		全変化 ゼンヘンカ				2.22		-4.93		-6.31		-1.43

		寄与度 キヨド		成長 セイチョウ		0.27		-0.83		-2.86		-1.00

				退出 タイシュツ		-0.37		-0.07		-0.22		-0.39

				新規参入 シンキサンニュウ		-1.95		-2.69		-1.55		-1.03

				属性転換 ゾクセイテンカン		4.18		-1.02		-1.87		1.13

		成長率：メインバンクを持つ企業と持たない企業の成長率の差 セイチョウリツモキギョウモキギョウセイチョウリツサ

		退出：メインバンクを持つ企業と持たない企業の退出率の差 タイシュツモキギョウモキギョウタイシュツリツサ

		新規参入：新規参入企業の属性比の寄与 シンキサンニュウシンキサンニュウキギョウゾクセイヒキヨ

		属性転換：メインバンクを持つ、持たないの間の属性転換の寄与 ゾクセイテンカンモモアイダゾクセイテンカンキヨ
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大企業（資本金10億円以上）の資金調達構造
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日本の輸出（比較優位）構造の変化
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														1/1/64		27,395,367		2,164,894		2,334,614		2,624,185		341,886		7,465,579

		1880		1.3354649673		11987		897590						1/1/65		29,187,221		2,183,883		2,297,152		2,942,815		379,868		7,803,718

		1890		1.0636187756		13942		1310808						1/1/66		33,844,045		2,515,520		2,713,171		3,415,109		438,898		9,082,698

		1900		2.8332457986		59016		2082982						1/1/67		40,764,275		3,255,353		3,582,318		4,314,496		520,696		11,672,863

		1910		6.2103033622		182932		2945621						1/1/68		47,831,839		4,219,487		4,599,107		5,341,079		621,937		14,781,610

		1920		15.8066481443		899238		5688986						1/1/69		57,539,545		5,380,199		5,959,641		6,198,385		754,424		18,292,649

		1930		11.850993085		1097561		9261342						1/1/70		68,376,299		6,761,135		7,316,496		7,261,325		883,496		22,222,452

		1940		27.612419331		5580526		20210203						1/1/71		72,171,619		6,947,417		7,501,173		8,130,162		1,007,519		23,586,271

		1942		32.2481975093		10332		32039						1/1/72		80,030,231		7,029,135		8,538,350		9,358,647		1,094,907		26,021,039

		1950		13.6661437667		2962		21674						1/1/73		102,171,023		9,256,645		10,464,718		11,412,272		1,404,229		32,537,864

		1960		33.6053951543		37921		112842						1/1/74		125,947,390		11,495,901		11,742,218		13,350,093		1,802,295		38,390,507

		1970		32.5002264308		22222452		68376299						1/1/75		125,753,233		10,489,924		10,780,860		14,670,528		1,708,078		37,649,390

		1980		31.979820284		67836968		212124294						1/1/76		143,525,441		11,504,252		13,713,858		16,753,092		1,972,992		43,944,194

		1990		43.2144856131		139743807		323372603						1/1/77		154,942,755		12,539,741		15,021,104		19,034,300		2,364,279		48,959,424

		1996		44.2092381829		138405148		313068385						1/1/78		162,593,563		13,436,699		16,246,391		20,242,419		2,684,152		52,609,661

														1/1/79		181,840,856		15,355,464		18,399,238		21,619,432		2,917,147		58,291,281

														1/1/80		212,124,294		17,360,790		22,160,163		24,896,509		3,419,506		67,836,968

														1/1/81		224,711,947		19,396,085		25,693,042		28,051,085		3,802,347		76,942,559

														1/1/82		229,934,044		19,993,096		27,646,663		28,661,839		3,604,460		79,906,058

														1/1/83		235,526,868		20,261,327		31,572,995		29,575,086		3,773,202		85,182,610

														1/1/84		253,029,814		22,299,194		39,042,295		32,258,467		3,985,599		97,585,555

														1/1/85		265,320,551		24,190,404		40,842,176		36,179,341		4,381,262		105,593,183

														1/1/86		254,688,643		23,330,900		41,228,221		35,030,120		4,225,509		103,814,750

														1/1/87		253,515,261		22,279,814		41,945,205		35,326,951		4,058,998		103,610,968

														1/1/88		274,400,736		25,955,825		46,781,576		37,371,079		4,300,356		114,408,836

														1/1/89		298,893,142		29,472,677		50,875,523		42,107,293		4,682,155		127,137,648

														1/1/90		323,372,603		33,224,858		54,528,557		46,858,189		5,132,203		139,743,807

														1/1/91		340,834,634		35,846,793		58,623,859		48,959,659		5,510,466		148,940,777

														1/1/92		329,520,639		33,192,204		54,565,499		49,425,730		5,051,267		142,234,700

														1/1/93		311,199,479		29,170,940		52,102,594		47,065,071		4,487,884		132,826,489

														1/1/94		299,027,369		27,594,015		51,928,289		44,651,783		4,208,458		128,382,545

														1/1/95		306,029,559		29,884,439		54,830,914		44,214,533		4,106,629		133,036,515

														1/1/96		313,068,385		31,423,823		57,747,786		45,144,628		4,088,911		138,405,148
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		輸出額の構成 ユシュツガクコウセイ

				繊維 センイ		機械 キカイ				繊維 センイ		機械 キカイ		計 ケイ

		1880		34.8		0.0				10		0		29

		1890		36.3		0.2				21		0		58

		1900		46.5		0.4				103		1		222

		1910		52.5		1.1				280		6		533

		1920		54.8		3.0				1,257		70		2,295

		1930		52.7		3.9				1,007		75		1,911

		1939		37.5		12.5				1,936		648		5,163

		1951		45.4		9.0				221		44		488

		1960		29.5		25.2				431		367		1,460

		1970		11.4		46.3				794		3,219		6,954

		1980		4.8		62.7				1,424		18,412		29,383

		1990		2.5		74.9				1,042		31,071		41,457

		2000		1.7		77.5				83,616		38,367,338		495,256





Sheet2

														農林水産業 ノウリンスイサンギョウ		鉱工業 コウコウギョウ		建設業 ケンセツギョウ		運輸通信公益 ウンユツウシンコウエキ		商業サービス ショウギョウ		計 ケイ

		1890		48.4375		11.81640625		3.515625		2.05078125		34.1796875		496		121		36		21		350		1024

		1900		39.4120349104		16.7661920073		4.4556729444		3.9044556729		35.4616444649		858		365		97		85		772		2177

		1910		32.4535962877		21.4907192575		4.5533642691		6.6705336427		34.8317865429		1119		741		157		230		1201		3448

		1920		30.2027987727		24.0814188431		5.0063608471		7.9772506174		32.7321709197		4036		3218		669		1066		4374		13363

		1930		17.5696531557		25.7168385996		5.9052879539		12.9640159207		37.8442043701		2163		3166		727		1596		4659		12311

		1940		18.8293330256		39.689591507		7.6765520425		7.0476575121		26.7568659128		6527		13758		2661		2443		9275		34664

		1960		13.3860875447		37.1635333578		5.9070154176		8.5917021337		34.9516615463		1899.7		5274.1		838.3		1219.3		4960.2		14191.6

		1970		6.0457223944		36.7669080874		7.8391114209		7.8844759223		41.463782175		3851.5		23422.8		4994		5022.9		26415		63706.2

		1980		3.389685519		29.6671676635		9.6985177981		8.4675949046		48.7770341148		7092.9		62078.4		20294.1		17718.4		102065.7		209249.5

		1990		2.4344916896		28.5370998653		10.7492423134		8.4796849485		49.7994811833		8931.5		104695		39436.1		31109.7		182701		366873.3
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メイン2D

				メインバンク融資比率 ユウシヒリツ		メインバンク派遣役員数 ハケンヤクインスウ

		-4		0.307		0.762

		-3		0.279		0.762

		-2		0.255		0.905

		-1		0.282		0.952

		0		0.284		1

		1		0.29		1.048

		2		0.271		1.095

		3		0.272		1.143

		4		0.26		1.095





貿易D

		

				貿易収支（GDP比） ボウエキシュウシヒ		円為替レート（対ドル） エンカワセタイ		貿易収支（億円） ボウエキシュウシオクエン		GDP（10億円） オクエン		輸出(億円） ユシュツオクエン		その他 タ		一般機械 イッパンキカイ		電気機器 デンキキキ		輸送用機器 ユソウヨウキキ		精密機器 セイミツキキ		一般機械 イッパンキカイ		電気機器 デンキキキ		輸送用機器 ユソウヨウキキ		精密機器（100万円） セイミツキキマンエン		乗用自動車 ジョウヨウジドウシャ		繊維 センイ

		1985		4.0031056313		191.8		129,517		323,541		415,719		114,517		70,395		93,061		117,320		20,426		7,039,535		9,306,052		11,732,039		2,042,562		6,046,683

		1986		4.4659170766		152.5		151,249		338,674		345,997		84,540		64,651		78,710		100,416		17,680		6,465,083		7,870,961		10,041,643		1,768,049		5,562,641

		1987		3.7534110572		127.2		132,319		352,530		325,233		76,575		64,919		74,044		93,091		16,605		6,491,858		7,404,402		9,309,118		1,660,467		5,190,724

		1988		3.1151977691		129.15		118,144		379,250		334,258		81,912		71,797		79,441		84,191		16,917		7,179,714		7,944,071		8,419,120		1,691,709		4,951,864

		1989		2.702634562		144.15		110,412		408,535		373,977		91,598		84,046		88,621		91,352		18,361		8,404,560		8,862,060		9,135,157		1,836,076		5,322,447

		1990		2.2841016266		131.2		100,529		440,125		406,879		96,173		91,757		95,269		103,667		20,012		9,175,726		9,526,944		10,366,725		2,001,249		5,969,323		109978

		1991		2.7599644024		125.75		129,231		468,234		414,651		95,970		93,621		99,335		104,853		20,871		9,362,076		9,933,533		10,485,341		2,087,147		6,016,946

		1992		3.2833838475		124.6		157,764		480,492		420,816		95,618		96,589		98,038		110,295		20,276		9,658,853		9,803,818		11,029,530		2,027,639		6,151,064

		1993		3.1971326254		109.9		154,816		484,234		391,640		85,878		92,104		93,898		101,233		18,527		9,210,430		9,389,769		10,123,339		1,852,653		5,249,849

		1994		3.0065395224		98.55		147,322		490,005		393,485		85,477		95,088		99,445		94,961		18,514		9,508,790		9,944,517		9,496,121		1,851,377		4,598,526

		1995		2.4841911905		107.25		123,445		496,922		402,596		92,340		100,097		106,466		84,277		19,416		10,009,658		10,646,625		8,427,706		1,941,631		3,907,434

		1996		1.7837229764		122		90,967		509,984		435,660		104,041		110,499		108,795		91,379		20,946		11,049,868		10,879,512		9,137,949		2,094,554		4,351,104

		1997		2.3631058863		126.9		123,103		520,937		495,190		119,523		121,301		120,406		109,692		24,269		12,130,055		12,040,587		10,969,188		2,426,917		5,765,320

		1998		3.1061872869		116.2		159,843		514,596		488,663		116,095		114,032		117,492		117,580		23,464		11,403,173		11,749,244		11,758,006		2,346,405		6,549,542

		1999		2.7631765204		106.85		140,155		507,224		457,948		108,822		101,512		115,644		107,931		24,040		10,151,193		11,564,384		10,793,105		2,403,965		6,226,148

		2000		2.4563677689		116.15		125,634		511,463		495,256		111,583		110,964		136,702		108,282		27,726		11,096,364		13,670,193		10,828,191		2,772,590		6,123,021		83616

		2001		1.6856865698		132.9		85,270		505,847		465,835		110,586		102,295		115,333		111,330		26,291		10,229,499		11,533,340		11,132,950		2,629,102		6,421,642

		2002		2.3555822614		118.95		117,332		498,102		494,797		119,376		105,988		119,242		129,997		20,194		10,598,833		11,924,196		12,999,722		2,019,379		7,825,791

		2003		2.4578155224		105.97		122,550		498,614		519,261		126,213		110,257		128,634		132,614		21,542		11,025,736		12,863,431		13,261,418		2,154,179		7,892,731





資金D

				資本		社債		借入金		その他		資産負債

		1960		26.9042804179		6.884057971		33.0384226491		33.1732389619		11868

		1961		26.1277849383		6.1621555269		32.3144908857		35.3955686491		16293

		1962		25.7828282828		5.4646464646		33.6414141414		35.1111111111		19800

		1963		24.8522177669		5.1961473275		34.7815303212		35.1701045843		24191

		1964		23.6687457187		4.7661967769		35.3751306919		36.1899268126		27737

		1965		22.9025988998		5.6391844264		37.0137356303		34.4444810435		30359

		1966		22.3195661243		5.6975981882		35.7798438524		36.202991835		33558

		1967		20.6741744027		5.3365799219		35.047937909		38.9413077664		39426

		1968		19.8989639524		5.0710677284		35.9684048292		39.06156349		46716

		1969		18.8555858311		4.7727872023		35.1006416454		41.2709853213		56885

		1970		17.9606933063		4.4658785989		36.0620784683		41.5113496265		68945

		1971		17.2941563703		4.6523698602		38.8051954628		39.2482783067		78992

		1972		17.1898113656		4.4162266636		38.9265005993		39.4674613715		92613

		1973		15.5041866335		4.0340046727		35.9581507188		44.5036579751		117278

		1974		14.8445810188		4.0058799196		38.2623212386		42.887217823		135376

		1975		14.506227819		4.4444292194		39.9861604023		41.0631825594		145958

		1976		14.6468190007		4.6509275939		39.4557694131		41.2464839923		158205

		1977		15.6378929764		4.9379907401		39.1952630705		40.228853213		162637

		1978		16.6983458186		5.3656441068		37.330006532		40.6060035426		169933

		1979		16.5293423508		5.4577968155		35.0564285974		42.9564322363		192367

		1980		17.7261268673		5.2823925033		34.61945057		42.3720300594		209053

		1981		18.3978686555		5.2881556624		34.9396472501		41.3743284321		226336

		1982		19.7539198329		5.5597304836		35.5640186301		39.1223310534		235533

		1983		20.8089729154		5.7767750881		34.779664277		38.6345877195		249551

		1984		21.4419634619		6.0118102971		33.7486621148		38.7975641262		270950

		1985		23.4579617921		7.7538883806		32.8542557114		35.9338941159		292924

		1986		24.5435307344		8.6426611117		32.9206758589		33.8931322951		302430

		1987		25.0980936628		9.1516860037		32.5230293738		33.2271909597		331316

		1988		25.6739604885		9.5159351347		32.0523999443		32.7577044325		387634

		1989		26.2073253522		10.2351046557		29.9554661118		33.6021038802		455159

		1990		26.1363410395		9.9607068003		30.6337818114		33.2691703487		502886

		1991		26.1672020303		10.1673518697		30.5518772066		33.1135688933		533905

		1992		26.550850565		9.9567772975		31.1970133001		32.2953588373		539994

		1993		27.3703647173		10.4244301408		31.0301951835		31.1750099583		537238

		1994		27.859677609		10.1957636583		30.4833294149		31.4612293179		544432

		1995		28.0331189051		9.6910270251		29.7213622291		32.5544918407		560405





産報D

		

				産業報国会会員数 サンギョウホウコクカイカイインスウ		産業報国会参加率 サンギョウホウコクカイサンカリツ				Number of workers

		1939.6		1,691,446		24.8150438983		4567		6,816,212

		1939.12		2,989,976		42.950434083		19670		6,961,457

		1940.6		3,733,110		52.147737605		34929		7,158,719

		1940.12		4,815,478		65.8113633121		60495		7,317,092

		1941.6		5,293,352		69.4333393759		78146		7,623,646

		1941.12		5,465,558		70.3240623987		85522		7,771,960

		1942.6		5,514,320		68.6498439906		86509		8,032,531







戦前日本企業の統治構造
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戦前日本企業のコーポレート・ガバナンス：概観

• 企業統治のための内部的メカニズム

– 取締役会の構成と機能

• 企業統治のための外部的メカニズム

– 敵対的企業買収

• ２つのメカニズムの機能を高める仕組み

– 財閥

12



戦前期の株式所有構造（1935年）

財閥系 非財閥系

上位10株主 65.9 32.1 

政府 0.0 0.2 

持株会社 43.1 18.8 

金融機関 7.1 6.6 

証券会社 0.3 0.6 

その他法人 13.5 1.4 

個人 1.8 4.5 
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主要企業の取締役会の構成

％

1935 1942

計 内部昇進者 34 51

大株主 15 9

財閥系 内部昇進者 36 48

大株主 6 8

本社役員 15 13

非財閥系 内部昇進者 32 54

大株主 23 11
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取締役会の機能

当時私は重役会に臨む場合には、とにかく学生が試験でも受けるような感じがしたもので、

割合によく勉強し調べたのであった。そして社外重役が「これはどうかね」、「これはよい

だろう」などと言われるのをこちらで翻訳して、あれはいかん、これはよいという見当をつけ

てゆくわけである。－中略－それで第一生命の方針が出来てゆく。－中略－昔は重役会で

大体方針を決めてゆくと、その方針にしたがって経営者がエンジンをかけて動かす。だから

重役会の意向に反して会社が何かをやるということはなかった（石坂泰三「ガラス箱の中の経

営」1951年）
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企業買収の役割：根津嘉一郎のケース

• 「甲武鉄、東武、東上、成田、身延、高野山、南海、南朝鮮、
京王、西武、東横東京乗合自動車、地下鉄、東横等等、一
生を通じて、関係した鉄道株は相当に多い。東武にしろ、高
野山鉄道にしろ、一時は人から相手にされなかったボロ会社、
それを立派に仕揚げました」

• （高野山鉄道の場合）「相当の収益を挙げるようにして、有利
な条件で南海に合併せしめ、しかも自分は南海の本拠に乗
り込んで仕舞いました。まさにひさしをかりて母屋を乗っ取っ
たかたちでした」

（「ボロ買の根津嘉一郎」『証券』1950年7月、pp.20-21）
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財閥とは何か

• 戦前日本に存在した企業グループで、グループの構成企業
は各産業の主要企業

• 持株会社を頂点とし、株式所有で結ばれた多階層のピラミッ
ド型組織

• 持株会社は公開企業ではなく、家族ないし個人が閉鎖的に
所有

• 代表的財閥

– 三井、三菱、住友、安田、古河、日産、大倉、浅野、野村

17



財閥の規模

全株式会社 9大財閥計 三井 三菱 住友 安田 古河 日産 大倉 野村 浅野

100万円 % % % % % % % % % %

計 17,655 15.0 3.5 3.3 2.2 1.4 0.4 2.2 0.6 0.3 1.1

金融 1,640 25.3 4.3 7.7 3.6 8.6 0.1 0.1 0.0 0.9 0.0

鉱業 1,453 35.5 11.2 7.4 2.3 0.0 1.0 11.2 1.1 0.0 1.3

製造業 6,049 18.2 3.5 3.6 2.8 0.5 0.9 3.5 0.7 0.2 2.4

重化学工業 3,613 20.6 3.8 4.3 3.8 0.2 1.4 4.4 0.8 0.0 1.9

軽工業 2,437 14.6 3.2 2.5 1.5 0.9 0.1 2.2 0.6 0.6 3.1

電気・ガス 2,649 3.6 0.4 0.0 0.7 1.9 0.0 0.2 0.0 0.4 0.0

陸運 1,278 6.4 0.6 0.7 3.5 0.6 0.0 0.0 0.8 0.0 0.2

海運 476 19.1 0.6 15.6 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 2.1

不動産・倉庫 635 21.2 2.0 1.9 9.0 3.2 0.0 0.5 1.4 0.0 3.2

商業 2,920 6.0 4.3 0.8 0.0 0.2 0.0 0.0 0.3 0.3 0.2

その他 554 8.4 1.3 0.9 0.2 0.0 0.1 0.3 3.3 1.9 0.4
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財閥の役割

• 傘下子会社の統治

– 役員派遣

– 予算・決算の管理

• 資本市場における企業買収

– 潜在能力がありながら効率的に経営されていない企業を
発見して買収

– 役員派遣等を通じて再生
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財閥による内部に対する組織的企業統治

1.分系会社の取締役、監査役は三菱合資会社在籍とする

2.三菱合資会社が制定した規則は分系会社に適用。分系会社が異る規則を制定

する場合は合資会社社長の承認が必要

3.分系会社の各年度の予算、決算は合資会社社長の承認を要する

4.分系会社は推定資金収支、損益予算書を合資会社に提出

5.三菱合資会社総務部監査課は合資会社社長の命によって分系会社の会計

監査を行う

6.分系会社の職員は三菱合資会社が一括して採用、選考する

20



三井合名会社（本社）の内部組織
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財閥による傘下企業の内部的統治のケース：
大正海上火災

• 1918.10、大正海上火災設立
– 会長：飯田義一（元三井物産常務取締役）

– 専務取締役：平生釟三郎

– 支配人：飯沼剛一（三井物産台北支店長）

• 1919.1、東京海上・大正海上・三井物産の「三社協約」
– 東京海上または大正海上の一方が代理店を三井物産の内外支店・

出張所に委託する場合は、他の一方も直ちにその支店・出張所に代
理店を委託

– 代理店である三井物産の支店・出張所が自己の貨物の保険契約を
結ぶ場合、東京海上と大正海上が常に等分に引き受け、両社連名

の保険証券を発行する

– 前項の保険物件に関する代理店との往復交渉は東京海上が担当す
る

22



大正海上経営者に対する三井系社外取締役の圧力

• 設立後の大正海上の低い経営成績
– ROA 1918年度-0.2％、1919年度1.1％

• 大正海上支配人（飯沼剛一）への社外取締役の圧力

– 三井系社外取締役「大正海上が東京海上の隷属的たるの形式を悦
ばず、飯沼支配人に向つて、大に奮発して其覊絆を脱せんことを慫

慂否激励」 （「平生日記」1919.4.26）

– 同「大正海上の発達遅々たるに満足せ」ず、「是大正が東京海上の
配下に在り、百事東京海上の援助に依り事を為さんとする、意気地
なき理性に原因するものなれば、大正は独立自尊一機軸を出し、東
京海上の覊絆を脱して活動せざるべからず」（「平生日記」
1919.10.2）
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財閥の内部的統治機能の効果：
企業収益率の回帰分析（1922-36年）

(1) (2)

定数項 10.559*** 4.310*

払込資本金 -0.019* -0.025**

財閥ダミー -0.233 3.651***

産業ダミー 金融 2.386

鉱業 2.125

機械 -0.717

金属 2.194

化学 5.919**

製紙 11.635**

窯業 5.846*

繊維 8.966***

食料品 10.384***

電力・ガス 8.392***

陸運 5.532**

海運 0.904

商業・貿易 5.417**

ad-R2 0.0099 0.0311
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財閥の外部に対する統治機能

• 背景
– 第一次世界大戦期における企業の拡大と株式の分散

– 経営者、支配的株主によるモラル・ハザード

• 高橋亀吉『株式会社亡国論』（1930）

– 「会社経営者の腐敗堕落」（経営能力の欠如、多額の役員賞与）

– 「大株主のその場主義的我利の横暴」（長期的発展を無視した高率配当）

• 財閥の機能
– 経営が悪化した企業の買収

– 経営再建

25



日産財閥の機能

「日産の仕事は、丁度植木屋稼業と似通っている。色々の種子や苗を仕入れてきて、

適当に日光を与へ、水を遣り、肥料を施しなどして育て上げ、その草木に、花が咲き、

果実が実るようになれば、花や果実を株主に配当する。また枯れかかった珍木や、日

陰で伸びない佳草が見つかれば、これを安価に仕入れて、土を変へ、手入れを施して

培養することもあり、さらに桃の木の台に接ぎ木して、梅を咲かせる術も心得ている」（鮎川義介

『物の見方、考へ方』 1937年）
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財閥による企業買収

被買収企業 買収年 設立年 買収主体

東京火災 1896 1887 安田

北海道炭鉱汽船 1899 1889 三井

四国銀行 1907 1896 安田

中国鉄道 1909 1896 安田

九州炭坑鉄道 1911 1907 三菱

京浜運河 1920 1917 浅野

日本製紙 1922 1913 安田

日本昼夜銀行 1922 1898 安田

第三銀行 1923 1895 安田

飯塚炭坑 1924 1918 三菱

住友生命 1925 1907 住友

東京鋼材 1926 1917 三菱

日本製粉 1928 1896 三井

日本電気 1932 1899 住友

日本漁業 1934 1925 日産

日本油脂 1934 1921 日産

大阪鉄工所 1934 1913 日産

日本化学工業 1937 1934 日産

日本ビクター 1937 1927 日産
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日本製粉の買収

1927年 1930年

1 鈴木商店 72.8 三井物産 60.1

2 下川勝治 2.0 中島知久平 1.0

3 野田醤油会社 0.5 西村光四郎 0.9

4 松島久之助 0.5 野田醤油会社 0.8

5 松井元 0.5 岩崎清七商店 0.7

6 大西一三 0.4 中村藤一 0.6

7 川西正一 0.3 綾真一 0.5

8 窪田駒吉 0.3 太田良英 0.4

9 原徳太郎 0.2 中島義治 0.4

10 神谷伝兵衛 0.1 丸山清治 0.4
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日本製粉の買収（続き）

払込資本金 ROE 食料品工業平
均ROEと
の差

日清製粉ROE
との差

株価 日清製粉株価

千円 %/年 %/年 %/年 円 円

1922 5,625 10.0 -2.7 -11.0 42.7 85.6

1923 6,810 9.2 -7.8 -9.1 40.7 101.8

1924 8,296 13.3 -6.7 -11.8 44.0 99.8

1925 8,390 12.6 -2.9 -8.4 53.6 104.3

1926 10,720 -76.2 -90.6 -91.3 47.8 99.3

1927 11,075 -154.1 -170.5 -168.5 12.7 91.5

1928 11,075 0.5 -1.8 -14.5 ･･･ 103.2

1929 3,938 7.6 0.1 -7.7 55.5 88.8

1930 3,938 9.7 3.3 -3.6 40.3 75.5

1931 3,938 11.0 5.7 -0.9 41.9 79.1

1932 3,938 20.2 9.5 8.6 59.0 85.6

1933 3,938 25.2 11.5 12.1 71.2 83.2

1934 5,953 13.1 -2.2 1.0 69.2 78.7

1935 7,969 17.7 -0.1 2.3 76.3 76.8

1936 7,969 15.5 -3.4 0.6 71.6 81.729



戦時経済と企業システムの変化
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第2次世界大戦期の企業システム変化：略年表

1937.7 日中戦争勃発

1937.9 臨時資金調整法公布

1938.4 国家総動員法公布

1939.4 会社利益配当及資金融通令公布

従業員雇入制限令、工場事業場技能者養成令公布

1940.10 会社経理統制令公布

1940.1 経済新体制確立要綱閣議決定

1941.7 財政金融基本方策要綱閣議決定

1941.8 時局共同融資団結成

1942.5 全国金融統制会設立

1943.10 軍需会社法公布

1944.1 軍需会社指定金融機関制度発足
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第2次世界大戦期に提起された企業理念

• 鈴木宗正「工場の利潤分配制度と高賃金対策」(1938）
– 「会社の株主は株の値が上がれば売って儲け、株が値下がりしさうになれ

ば売って逃げ、自ら労するところなくしてただ配当の多からんことのみを願っ
て居るのが、大多数の株主心理である。その株主によって会社の幹部が左
右され、経営方針が定まり会社の利益がかき浚われるとすれば、株式会社
制度には甚だしき欠陥がある。－中略－会社の成績を決定する点は製品
の良否と価格の高低にあるのであるが、それは工場従業員の製品の改良、
生産費減少への努力に負ふ処少なくないのであって、会社の利潤の高低に
就いては会社に顔を出したこともない株主よりも、工場従業員は遙かに利害
の深いものであり、責任も多いものである」（鈴木宗正「工場の利潤分配制
度と高賃金対策」1938年）

• 「経済新体制確立要綱」（閣議決定1940.12）
– 「企業体制を確立し資本、経営、労務の有機的一体たる企業をして

国家綜合計画の下に国民経済の構成部分として企業担当者の創意
と責任とにおいて自主的経営に任ぜしめ其の最高能率の発揮に
よって生産力を増強・・・」
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戦時期の企業システム変化：概要

• コーポレート・ガバナンスに関する政府介入：株主権の縮小
– 役員賞与の統制→企業利益率とのリンクを切断

– 役員の地位の株主総会からの保護

– 配当統制

→資本市場の縮小

• 間接金融システムの構築
– 共同融資

– 銀行審査部の独立

• 従業員の企業への固定と発言メカニズムの導入
– 移動統制

– 企業内での技能形成

– 企業別（工場別）産業報国会の設置
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配当統制の影響

平均配当性向 限界配当性向

1921-36 1937-43 1961-70 1921-36 1937-43 1961-70

計 0.70 0.55 0.65 0.71 -0.34 0.17

財閥系 0.61 0.49 0.67 0.43 -0.08 0.17

非財閥系 0.73 0.60 0.60 0.77 -0.19 0.15
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役員賞与統制の影響

平均経営者賞与支払性向 限界経営者賞与支払性向

1921-36 1937-43 1961-70 1921-36 1937-43 1961-70

計 0.0385 0.0199 0.0078 0.0248 0.0035 0.0057

財閥系 0.0454 0.0186 0.0059 0.0283 0.0033 0.0042

非財閥系 0.0363 0.0209 0.0118 0.0184 0.0042 0.0075
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軍需会社指定金融機関制度
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雇用システムの変化

• 従業員の企業間移動規制

• 企業内での技能養成制度

• 単位産業報国会の設置
– 工場、企業単位の従業員組織

– ホワイトカラー、ブルーカラーを統合

– 労働条件に関して従業員が企業に発言する機会を提供
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産業報国会への労働者の組織化
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長期GNP

		1人当たりGNPの長期国際比較 ニンアチョウキ

				実数								倍率

				1900		1936		1950		1979		1900-36		1936-50		1950-79

		日本		810		1,478		1,154		8,800		1.83		0.78		7.63

		オーストラリア		3,213		3,632		4,825		9,100		1.13		1.33		1.89

		オーストリア		1,796		1,867		2,310		8,620		1.04		1.24		3.73

		ベルギー		2,947		3,850		4,136		10,890		1.31		1.07		2.63

		カナダ		1,920		2,426		4,323		9,650		1.26		1.78		2.23

		デンマーク		2,390		4,194		5,102		11,900		1.75		1.22		2.33

		フィンランド		1,219		2,314		1,619		8,260		1.90		0.70		5.10

		フランス		2,008		2,660		3,366		9,940		1.32		1.27		2.95

		ドイツ		1,235		2,079		3,259		11,730		1.68		1.57		3.60

		イタリア		943		1,400		1,589		5,240		1.48		1.13		3.30

		オランダ		2,506		3,293		4,177		10,240		1.31		1.27		2.45

		ノルウェイ		1,491		3,178		4,204		10,710		2.13		1.32		2.55

		スウェーデン		1,713		3,982		5,402		11,920		2.32		1.36		2.21

		イギリス		2,089		2,807		3,335		6,340		1.34		1.19		1.90

		アメリカ		2,787		3,775		5,737		10,820		1.35		1.52		1.89

		資料：A.Maddison, Phases of Capitalist Development, 1982;

		　　　　東洋経済新報社『完結 昭和国勢総覧』、1991年．





産業

		





産業

		1875		1875

		40.3694321691		22.9411899418

		39.0009330519		25.4688036447

		39.7506604255		23.125102017

		37.6784537667		21.8711745847

		1880		1880

		37.5551890887		20.8143464858

		39.8373171828		18.5792416549

		42.5331747331		18.1843605855

		45.3517315837		17.3841485367

		1885		1885

		44.0030204431		16.5334644467

		47.2279683586		16.8659392567

		50.501074072		17.4955121315

		54.1446165659		14.6839219068

		1890		1890

		46.9649842371		16.3861886267

		49.4209604874		15.1294613775

		52.5117172176		14.8335182466

		49.9515710117		14.9483437901

		1895		1895

		56.3476594224		14.1381530272

		56.1815004656		15.0948776251

		49.5539947161		14.1059984024

		57.4009609666		14.4200583475

		1900		1900

		55.7401527664		16.0091607009

		56.3532135677		16.9823390037

		51.1491841287		18.0882039628

		50.7504471608		20.4476909217

		1905		1905

		57.3233851892		20.3156584876

		55.754833207		20.6608804657

		55.4598541569		20.0371120701

		59.2077866561		19.8399436242

		1910		1910

		57.1002602248		21.9177912679

		55.8468822031		23.7460836815

		57.8021417644		23.7390457286

		62.2365057675		24.936884143

		1915		1915

		70.4848732505		35.4407083319

		72.0657982473		42.6799268096

		70.577442118		40.900157403

		66.9251264627		30.4958317685

		1920		1920

		69.333216852		25.7089805852

		71.1532928064		25.5622145623

		70.6003442509		23.3019699031

		69.6945303703		23.8394488522

		1925		1925

		72.065770691		25.6466950106

		73.3944378335		27.268842161

		74.7079340722		28.2536260337

		74.9122888855		30.182787411

		1930		1930

		79.1888413583		29.2412690928

		77.7857091416		32.396309589

		78.8836195666		35.626615635

		82.6457910709		38.9286381356

		1935		1935

		81.6448887786		45.0169625828

		83.7188880485		49.5409868258

		85.4576685969		54.8048406393

		83.1650287231		58.1510869509

		1940		1940



鉱工業生産額／鉱工業・農業生産額

重化学工業生産額／鉱工業生産額

％

工業化と重化学工業化

34.553635341
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16.1999178791
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21.7421265316
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20.9540537855

66.3312302251

29.1938730057

68.8745597303

33.4341764381

68.9711463072

23.7666916095

78.1568096986

32.7670733407

82.4954683049

43.536386232

83.7793789951

58.8489177219



輸出

		1880		1880

		1890		1890
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		1910		1910
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		1970		1970
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％

日本の輸出（比較優位）構造の変化

繊維
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雇用

		雇用調整速度の比較 コヨウチョウセイソクドヒカク

		日本（戦前） ニホンセンゼン		0.52

		日本（1960-73） ニホン		0.35

		日本（1974-85） ニホン		0.17

		アメリカ（1960-85）		0.66





紡績

		戦前期紡績業労働力の構成 センゼンキボウセキギョウロウドウリョクコウセイ

				男子 ダンシ		女子 ジョシ		計 ケイ		女子比率 ジョシヒリツ

		1911		19,289		81,217		100,506		80.8

		1920		43,908		142,443		186,351		76.4

		1930		37,931		132,468		170,399		77.7





資本市場1

		表2 産業資金供給（残高の増減） ヒョウサンギョウシキンキョウキュウザンダカゾウゲン

				金額（100万円、億円） キンガクマンエンオクエン								構成比（％） コウセイヒ

				計 ケイ		株式 カブシキ		事業債 ジギョウサイ		借入 カリイレ		株式 カブシキ		事業債 ジギョウサイ		借入 カリイレ

		1886-1890		162		68		0		94		42.0		0.2		57.9

		1891-1895		175		85		11		79		48.6		6.3		45.2

		1896-1900		717		226		4		487		31.5		0.6		67.9

		1901-1905		458		111		30		317		24.2		6.5		69.4

		1906-1910		1,016		270		112		633		26.6		11.1		62.4

		1911-1915		1,567		420		121		1,026		26.8		7.7		65.5

		1916-1920		10,107		4,542		264		5,301		44.9		2.6		52.5

		1921-1925		5,958		1,778		1,220		2,961		29.8		20.5		49.7

		1926-1930		5,187		2,430		1,414		1,343		46.9		27.3		25.9

		1931-1935		1,210		1,629		69		(488)		134.6		5.7		-40.3

		1936-1940		24,476		10,538		1,641		12,297		43.1		6.7		50.2

		1941-1945		100,373		16,794		6,378		77,201		16.7		6.4		76.9

		1946-1950		16,350		2,134		574		13,642		13.0		3.5		83.4

		1951-1955		42,308		5,955		1,592		34,761		14.1		3.8		82.2

		1956-1960		98,783		14,029		4,652		80,102		14.2		4.7		81.1

		1961-1965		241,680		33,697		10,559		197,423		13.9		4.4		81.7

		1966-1970		430,294		29,161		13,203		387,930		6.8		3.1		90.2

		1971-1975		954,042		53,736		36,872		863,434		5.6		3.9		90.5

		1976-1980		846,570		59,756		36,321		750,493		7.1		4.3		88.7

		1981-1985		1,147,714		88,586		40,254		1,018,874		7.7		3.5		88.8

		資料：藤野・寺西[2000]pp.546-547,　東洋経済新報社[1991]p.356より作成． シリョウフジノテラニシトウヨウケイザイシンポウシャサクセイ

		注：金額の単位は1945年まで100万円、1946年以降、億円． チュウキンガクタンイネンマンエンネンイコウオクエン
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資本市場2
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図1 株式市場規模の戦前・戦後比較

資料：東京株式取引所『東京株式取引所統計年報』各年版, 東京証券取引所『東証要覧』2004年版,　大川[1974], 　内閣
　　　　経済社会総合研究所[2001], 　内閣府社会経済研究所ホームページ
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1人当たりGDP（GNP）

図2a 株式市場規模の国際比較Ⅰ
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千円

図3c 東京株式取引所上場会社公称資本金の推移

資料：東京株式取引所[1938].
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％

図4 東株上場企業資本金／全株式会社資本金

資料：東京株式取引所[1938], 東洋経済新報社[1927 1991],　農商務省 『農商務統計年報』各年版.
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上場

		表9 東株上場の決定要因 ヒョウトウカブジョウジョウケッテイヨウイン

		被説明変数：Lit ヒセツメイヘンスウ

		推定法 スイテイホウ		Logit						Logit

		定数項 テイスウコウ		-9.743		(-4.748)		***		-5.677		(-5.259)		***

		NCAP		0.988		( 2.797)		***		0.800		( 2.431)		**

		NAGE		0.892		( 2.665)		***		0.817		( 2.528)		**

		ROE		0.180		( 0.097)				0.050		( 0.030)

		EAST		6.597		( 4.052)		***		3.902		( 3.167)		***

		REFORM		2.180		( 1.681)		*		2.322		( 2.065)		**

		EAST*REFORM		-6.563		(-3.693)		***		-3.916		(-2.701)		***

		LAW		4.246		( 2.827)		***

		R2		0.080						0.042

		Log likelihood		-71.050						-75.611

		Obs.		938						938

		Positive obs.		18						18

		注：本文参照． チュウホンブンサンショウ

		　　( )はt値． チ

		　　***　1％で有意 ユウイ

		　　**　　5％で有意 ユウイ





取締役

		株主による企業統治Ⅰ：取締役の構成 カブヌシキギョウトウチトリシマリヤクコウセイ

								％

						1935		1942

		計 ケイ		内部昇進者 ナイブショウシンシャ		34		51

				大株主 オオカブヌシ		15		9

		財閥系 ザイバツケイ		内部昇進者 ナイブショウシンシャ		36		48

				大株主 オオカブヌシ		6		8

				本社役員 ホンシャヤクイン		15		13

		非財閥系 ヒザイバツケイ		内部昇進者 ナイブショウシンシャ		32		54

				大株主 オオカブヌシ		23		11





石坂

		石坂泰三「ガラス箱の中の経営」『経営者』1951.1 イシザカタイゾウバコナカケイエイケイエイシャ

		当時私は重役会に臨む場合には、とにかく学生が試験でも受けるような感じがしたもので、 トウジワタシジュウヤクカイノゾバアイガクセイシケンウカン

		割合によく勉強し調べたのであった。そして社外重役が「これはどうかね」、「これはよい ワリアイベンキョウシラシャガイジュウヤク

		だろう」などと言われるのをこちらで翻訳して、あれはいかん、これはよいという見当をつけ イホンヤクケントウ

		てゆくわけである。－中略－それで第一生命の方針が出来てゆく。－中略－昔は重役会で チュウリャクダイイチセイメイホウシンデキチュウリャクムカシジュウヤクカイ

		大体方針を決めてゆくと、その方針にしたがって経営者がエンジンをかけて動かす。だから ダイタイホウシンキホウシンケイエイシャウゴ

		重役会の意向に反して社長が何かやるということはなかった ジュウヤクカイイコウハンシャチョウナニ





財閥規模

		主要財閥の規模（払込資本金、1937年） シュヨウザイバツキボハライコミシホンキンネン

								全株式会社 ゼンカブシキカイシャ		9大財閥計 ダイザイバツケイ		三井 ミツイ		三菱 ミツビシ		住友 スミトモ		安田 ヤスダ		古河 フルカワ		日産 ニッサン		大倉 オオクラ		野村 ノムラ		浅野 アサノ

								100万円 マンエン		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%

		計 ケイ						17,655		15.0		3.5		3.3		2.2		1.4		0.4		2.2		0.6		0.3		1.1

		金融 キンユウ						1,640		25.3		4.3		7.7		3.6		8.6		0.1		0.1		0.0		0.9		0.0

		鉱業 コウギョウ						1,453		35.5		11.2		7.4		2.3		0.0		1.0		11.2		1.1		0.0		1.3

		製造業 セイゾウギョウ						6,049		18.2		3.5		3.6		2.8		0.5		0.9		3.5		0.7		0.2		2.4

				重化学工業 ジュウカガクコウギョウ				3,613		20.6		3.8		4.3		3.8		0.2		1.4		4.4		0.8		0.0		1.9

				軽工業 ケイコウギョウ				2,437		14.6		3.2		2.5		1.5		0.9		0.1		2.2		0.6		0.6		3.1

		電気・ガス デンキ						2,649		3.6		0.4		0.0		0.7		1.9		0.0		0.2		0.0		0.4		0.0

		陸運 リクウン						1,278		6.4		0.6		0.7		3.5		0.6		0.0		0.0		0.8		0.0		0.2

		海運 カイウン						476		19.1		0.6		15.6		0.0		0.0		0.0		0.8		0.0		0.0		2.1

		不動産・倉庫 フドウサンソウコ						635		21.2		2.0		1.9		9.0		3.2		0.0		0.5		1.4		0.0		3.2

		商業 ショウギョウ						2,920		6.0		4.3		0.8		0.0		0.2		0.0		0.0		0.3		0.3		0.2

		その他 タ						554		8.4		1.3		0.9		0.2		0.0		0.1		0.3		3.3		1.9		0.4





三井

		三井財閥の多角化 ミツイザイバツタカクカ

		1937年の主要三井系企業 ネンシュヨウミツイケイキギョウ		設立年 セツリツネン		三井財閥による事業開始年 ミツイザイバツジギョウカイシネン

		三井銀行 ミツイギンコウ		1876		1683

		三井物産 ミツイブッサン		1876		1874

		三井鉱山 ミツイコウザン		1907		1874

		東神倉庫 トウカミソウコ		1909		1892

		芝浦製作所 シバウラセイサクジョ		1904		1893

		東洋綿花 トウヨウメンカ		1920		1894

		小野田セメント オノダ		1881		1897

		北海道炭鉱汽船 ホッカイドウタンコウキセン		1889		1899

		日本製鋼所 ニホンセイコウジョ		1907		1907

		大日本セルロイド ダイニホン		1919		1908

		東洋高圧 トウヨウコウアツ		1933		1912

		三池窒素 ミイケチッソ		1931		1912

		太平洋炭鉱 タイヘイヨウタンコウ		1920		1915

		三井信託 ミツイシンタク		1924		1924

		釜石鉱山 カマイシコウザン		1924		1924

		三井生命 ミツイセイメイ		1927		1926

		東洋レーヨン トウヨウ		1926		1926

		日本製粉 ニホンセイフン		1896		1928

		注：網かけは買収による多角化． チュウアミバイシュウタカクカ





三井本社

		三井合名（本社）の内部組織（1920年） ミツイゴウメイホンシャナイブソシキネン

						社長 シャチョウ

						理事会 リジカイ

		財務部 ザイムブ				事業部 ジギョウブ				本部 ホンブ

		会計課 カイケイカ		不動産課 フドウサンカ		山林課 サンリンカ		調査課 チョウサカ		秘書課 ヒショカ		文書課 ブンショカ		検査課 ケンサカ		用度課 ヨウドカ





三菱本社

		三菱合資会社の内部組織（1919年） ミツビシゴウシカイシャナイブソシキネン

				社長 シャチョウ

				総理事 ソウリジ

				常務理事 ジョウムリジ

		地所部 ジショブ

				総務部 ソウムブ		査業課 サギョウカ		人事課 ジンジカ		監理課 カンリカ

				監査課 カンサカ





取極

		分系会社と合資会社の関係取極（三菱財閥） ブンケイカイシャゴウシカイシャカンケイトキワミツビシザイバツ

		1.分系会社の取締役、監査役は三菱合資会社在籍とする ブンケイカイシャトリシマリヤクカンサヤクミツビシゴウシカイシャザイセキ

		2.三菱合資会社が制定した規則は分系会社に適用。分系会社が異る規則を制定 ミツビシゴウシカイシャセイテイキソクブンケイカイシャテキヨウブンケイカイシャコトキソクセイテイ

		　する場合は合資会社社長の承認が必要 バアイゴウシカイシャシャチョウショウニンヒツヨウ

		3.分系会社の各年度の予算、決算は合資会社社長の承認を要する ブンケイカイシャカクネンドヨサンケッサンゴウシカイシャシャチョウショウニンヨウ

		4.分系会社は推定資金収支、損益予算書を合資会社に提出 ブンケイカイシャスイテイシキンシュウシソンエキヨサンショゴウシカイシャテイシュツ

		5.三菱合資会社総務部監査課は合資会社社長の命によって分系会社の会計 ミツビシゴウシカイシャソウムブカンサカゴウシカイシャシャチョウメイブンケイカイシャカイケイ

		　監査を行う カンサオコナ

		6.分系会社の職員は三菱合資会社が一括して採用、選考する ブンケイカイシャショクインミツビシゴウシカイシャイッカツサイヨウセンコウ





回帰

		企業収益性の回帰分析（1922-36年）

						(1)				(2)

		定数項				10.559		***		4.310		*

		払込資本金				-0.019		*		-0.025		**

		財閥ダミー				-0.233				3.651		***

		産業ダミー		金融						2.386

				鉱業						2.125

				機械						-0.717

				金属						2.194

				化学						5.919		**

				製紙						11.635		**

				窯業						5.846		*

				繊維						8.966		***

				食料品						10.384		***

				電力・ガス						8.392		***

				陸運						5.532		**

				海運						0.904

				商業・貿易						5.417		**

				ad-R2		0.0099				0.0311

		注：①各式とも他に年次ダミーを含む．

		　　 ②*** 1％有意

		　　　　**  5％有意

		　　　　*　　10％有意





買収

		財閥による企業買収 ザイバツキギョウバイシュウ

		被買収企業 ヒバイシュウキギョウ		買収年 バイシュウネン		設立年 セツリツネン		買収主体 バイシュウシュタイ

		東京火災 トウキョウカサイ		1896		1887		安田 ヤスダ

		北海道炭鉱汽船 ホッカイドウタンコウキセン		1899		1889		三井 ミツイ

		四国銀行 シコクギンコウ		1907		1896		安田 ヤスダ

		中国鉄道 チュウゴクテツドウ		1909		1896		安田 ヤスダ

		九州炭坑鉄道 キュウシュウタンコウテツドウ		1911		1907		三菱 ミツビシ

		京浜運河 ケイヒンウンガ		1920		1917		浅野 アサノ

		日本製紙 ニホンセイシ		1922		1913		安田 ヤスダ

		日本昼夜銀行 ニホンチュウヤギンコウ		1922		1898		安田 ヤスダ

		第三銀行 ダイサンギンコウ		1923		1895		安田 ヤスダ

		飯塚炭坑 イイヅカタンコウ		1924		1918		三菱 ミツビシ

		住友生命 スミトモセイメイ		1925		1907		住友 スミトモ

		東京鋼材 トウキョウコウザイ		1926		1917		三菱 ミツビシ

		日本製粉 ニホンセイフン		1928		1896		三井 ミツイ

		日本電気 ニホンデンキ		1932		1899		住友 スミトモ

		日本漁業 ニホンギョギョウ		1934		1925		日産 ニッサン

		日本油脂 ニホンユシ		1934		1921		日産 ニッサン

		大阪鉄工所 オオサカテッコウジョ		1934		1913		日産 ニッサン

		日本化学工業 ニホンカガクコウギョウ		1937		1934		日産 ニッサン

		日本ビクター ニホン		1937		1927		日産 ニッサン





鮎川

		鮎川義介『物の見方、考へ方』（1937年） アユカワギスケモノミカタカンガカタネン

		「日産の仕事は、丁度植木屋稼業と似通っている。色々の種子や苗を仕入れてきて、

		適当に日光を与へ、水を遣り、肥料を施しなどして育て上げ、その草木に、花が咲き、

		果実が実るようになれば、花や果実を株主に配当する。また枯れかかった珍木や、日

		陰で伸びない佳草が見つかれば、これを安価に仕入れて、土を変へ、手入れを施して

		培養することもあり、さらに桃の木の台に接ぎ木して、梅を咲かせる術も心得ている」





日本製粉株

		日本製粉の上位10株主 ニホンセイフンジョウイカブヌシ

										％

				1927年 ネン				1930年 ネン

		1		鈴木商店 スズキショウテン		72.8		三井物産 ミツイブッサン		60.1

		2		下川勝治 シモカワカツジ		2.0		中島知久平 ナカジマチキュウヘイ		1.0

		3		野田醤油会社 ノダショウユカイシャ		0.5		西村光四郎 ニシムラヒカリシロウ		0.9

		4		松島久之助 マツシマヒサユキスケ		0.5		野田醤油会社 ノダショウユカイシャ		0.8

		5		松井元 マツイゲン		0.5		岩崎清七商店 イワサキセイ7ショウテン		0.7

		6		大西一三 オオニシ13		0.4		中村藤一 ナカムラフジ1		0.6

		7		川西正一 カワニシショウイチ		0.3		綾真一 アヤシンイチ		0.5

		8		窪田駒吉 クボタコマキチ		0.3		太田良英 オオタリョウエイ		0.4

		9		原徳太郎 ハラトクタロウ		0.2		中島義治 ナカジマギジ		0.4

		10		神谷伝兵衛 カミヤデンヒョウエ		0.1		丸山清治 マルヤマキヨジ		0.4





日本製粉役員

		日本製粉の新経営陣（1928年） ニホンセイフンシンケイエイジンネン

		役職 ヤクショク		氏名 シメイ		三井物産における役職 ミツイブッサンヤクショク

		会長 カイチョウ		安川雄之助 ヤスカワユウノスケ		三井物産常務 ミツイブッサンジョウム

		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		小林正直 コバヤシショウジキ		三井物産常務 ミツイブッサンジョウム

		代表取締役専務 ダイヒョウトリシマリヤクセンム		中村藤一 ナカムラフジ1		元三井物産営業部長 モトミツイブッサンエイギョウブチョウ

		常務取締役 ジョウムトリシマリヤク		長谷川藤橘 ハセガワフジキツ		前三井物産営業部長代理 ゼンミツイブッサンエイギョウブチョウダイリ

		取締役 トリシマリヤク		田中寛 タナカカン

		取締役 トリシマリヤク		八尋俊介 ヤヒロシュンスケ

		取締役 トリシマリヤク		田中文増 タナカブンゾウ		三井物産取締役 ミツイブッサントリシマリヤク

		監査役 カンサヤク		板倉勝憲 イタクラカツアキラ

		監査役 カンサヤク		藁谷英夫 ワラタニヒデオ		元三井物産社員 モトミツイブッサンシャイン

		監査役 カンサヤク		御酒元徳松 オサケゲントクマツ		三井物産本店会計課長 ミツイブッサンホンテンカイケイカチョウ





日本製粉

		三井財閥による買収と日本製粉の事業成績 ミツイザイバツバイシュウニホンセイフンジギョウセイセキ

				払込資本金 ハライコミシホンキン		ROE		食料品工業平均ROEとの差 ショクリョウヒンコウギョウヘイキンサ		日清製粉ROEとの差 ニッシンセイフンサ		株価 カブカ		日清製粉株価 ニッシンセイフンカブカ

				千円 センエン		%/年 ネン		%/年 ネン		%/年 ネン		円 エン		円 エン

		1922		5,625		10.0		-2.7		-11.0		42.7		85.6

		1923		6,810		9.2		-7.8		-9.1		40.7		101.8

		1924		8,296		13.3		-6.7		-11.8		44.0		99.8

		1925		8,390		12.6		-2.9		-8.4		53.6		104.3

		1926		10,720		-76.2		-90.6		-91.3		47.8		99.3

		1927		11,075		-154.1		-170.5		-168.5		12.7		91.5

		1928		11,075		0.5		-1.8		-14.5		･･･		103.2

		1929		3,938		7.6		0.1		-7.7		55.5		88.8

		1930		3,938		9.7		3.3		-3.6		40.3		75.5

		1931		3,938		11.0		5.7		-0.9		41.9		79.1

		1932		3,938		20.2		9.5		8.6		59.0		85.6

		1933		3,938		25.2		11.5		12.1		71.2		83.2

		1934		5,953		13.1		-2.2		1.0		69.2		78.7

		1935		7,969		17.7		-0.1		2.3		76.3		76.8

		1936		7,969		15.5		-3.4		0.6		71.6		81.7

		注：影の部分は三井財閥による買収年を示す。 チュウカゲブブンミツイザイバツバイシュウネンシメ





年表

		第二次世界大戦期の企業・金融統制（略年表） ダイニジセカイタイセンキキギョウキンユウトウセイリャクネンピョウ

		1937.7		日中戦争勃発 ニッチュウセンソウボッパツ

		1937.9		臨時資金調整法公布 リンジシキンチョウセイホウコウフ

		1938.4		国家総動員法公布 コッカソウドウインホウコウフ

		1939.4		会社利益配当及資金融通令公布 カイシャリエキハイトウオヨシキンユウヅウレイコウフ

				従業員雇入制限令、工場事業場技能者養成令公布 ジュウギョウインヤトイイセイゲンレイコウジョウジギョウバギノウシャヨウセイレイコウフ

		1940.10		会社経理統制令公布 カイシャケイリトウセイレイコウフ

		1940.12		経済新体制確立要綱閣議決定 ケイザイシンタイセイカクリツヨウコウカクギケッテイ

		1941.7		財政金融基本方策要綱閣議決定 ザイセイキンユウキホンホウサクヨウコウカクギケッテイ

		1941.8		時局共同融資団結成 ジキョクキョウドウユウシダンケッセイ

		1942.5		全国金融統制会設立 ゼンコクキンユウトウセイカイセツリツ

		1943.10		軍需会社法公布 グンジュカイシャホウコウフ

		1944.1		軍需会社指定金融機関制度発足 グンジュカイシャシテイキンユウキカンセイドホッソク





新体制

		経済新体制確立要綱（1940.12閣議決定） ケイザイシンタイセイカクリツヨウコウカクギケッテイ

		「企業体制を確立し資本、経営、労務の有機的一体たる企業をして国家綜合 キギョウタイセイカクリツシホンケイエイロウムユウキテキイッタイキギョウコッカソウゴウ

		計画の下に国民経済の構成部分として企業担当者の創意と責任とにおいて ケイカクシタコクミンケイザイコウセイブブンキギョウタントウシャソウイセキニン

		自主的経営に任ぜしめ其の最高能率の発揮によって生産力を増強・・・」 ジシュテキケイエイニンソサイコウノウリツハッキセイサンリョクゾウキョウ





機械
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％

機械工業の発展（機械生産額／工業生産額）
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機械2
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図１ 鉱工業労働者数（千人）

工業計（右目盛）

機械器具（左目盛）

金属（左目盛）

鉱山（左目盛）
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産報
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産業報国会参加率
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産報2

		表２ 産業報国会の労働争議抑制機能 ヒョウサンギョウホウコクカイロウドウソウギヨクセイキノウ

		被説明変数：DISPUTE ヒセツメイヘンスウ

		推定法：TOBIT スイテイホウ

				(1)-1				(1)-2

		定数項 テイスウコウ		-0.00469		（-0.287）		-0.00908		（0.557）

		SANPO(-1)		-0.00098		（-0.1885）		0.00125		（0.240)

		MALE(-1)		0.03367		（1.529）		0.01876		(0.863)

		1940L		-0.00244		（-1.899）		0.00684		(1.451)

		1941F		-0.00551		（-3.141）		0.00539		(1.298)

		1941L		-0.00775		（-4.058）		-0.01340		(-2.082)

		1942F		-0.00704		（-3.694）		-0.13000		(-3.207)

		SANPO(-1)*1940L						-0.13200		(-2.061)

		SANPO(-1)*1941F						-0.14800		(-2.777)

		SANPO(-1)*1941L						0.00729		(0.883)

		SANPO(-1)*1942F						0.00413		(1.454)

		Log of Likelihood		597.448				605.061

		観測数 カンソクスウ		227				227

		注：本文参照、( )内はt値． チュウホンブンサンショウナイチ

		　　他に府県ダミーを説明変数に含むが報告されていない． タフケンセツメイヘンスウフクホウコク





産報3

		表４ 産業報国会の生産性向上機能Ⅰ：府県別工場統計 ヒョウサンギョウホウコクカイセイサンセイコウジョウキノウフケンベツコウジョウトウケイ

		被説明変数：EFFIC ヒセツメイヘンスウ

		推定法：OLS スイテイホウ

				(1)-1				(1)-2				(1)-3				(1)-4

		定数項 テイスウコウ		-3701.440		（-1.645）		-4192.600		（-1.791）		-2995.260		(-1.068)		-3577.500		(-1.277)

		SANPO(-1)		1178.620		(2.535)		2818.440		（2.345)		1742.430		(2.423)		2730.590		(2.319)

		MALE		13370.200		（3.853）		13453.900		(3.702)		13031.600		(3.564)		13210.000		(3.510)

		SCALE		11.411		(1.108)		10.488		(0.954)		10.638		(0.992)		10.047		(0.893)

		1941		-286.681		（-0.982）		674.383		(0.548)		-304.539		(-1.015)		680.203		(0.548)

		1942		-656.682		（-2.182）		293.759		(0.217)		-735.950		(-2.175)		113.435		(0.0874)

		SANPO(-1)*1941						-1612.120		(-0.963)						-1623.920		(-0.963)

		SANPO(-1)*1942						-1581.440		(-0.803)						-1420.050		(-0.754)

		DISPUTE										-9261.390		(-0.520)		-8267.030		(-0.505)

		adR2		0.872						0.871		0.871				0.870

		Log of Likelihood		-987.124						-976.829		-977.721				-976.512

		観測数 カンソクスウ		122						122		122				122

		注：本文参照、( )内はWhiteの一致性のある分散に基づくt値． チュウホンブンサンショウナイイッチセイブンサンモトチ

		　　説明変数に府県ダミーを含むが報告されていない． セツメイヘンスウフケンフクホウコク





要約

		戦時期・戦後復興期の企業・金融システム変化（要約） センジキセンゴフッコウキキギョウキンユウヘンカヨウヤク

		株主 カブヌシ		影響力低下 エイキョウリョクテイカ		←統制、所有の分散（財閥解体） トウセイショユウブンサンザイバツカイタイ

		銀行 ギンコウ		企業との密接な関係 キギョウミッセツカンケイ		←資本市場に代替 シホンシジョウダイタイ

		従業員 ジュウギョウイン		企業との密接な関係 キギョウミッセツカンケイ		←企業内訓練、定着、発言機構 キギョウナイクンレンテイチャクハツゲンキコウ





メイン

		戦後のメインバンク関係 センゴカンケイ

		1.主要な借入先 シュヨウカリイレサキ				←経営監視 ケイエイカンシ

		2.借入以外の金融サービス（預金口座、外貨事務等） カリイレイガイキンユウヨキンコウザガイカジムトウ

		3.株式所有 カブシキショユウ

		4.経営危機時の介入・管理 ケイエイキキジカイニュウカンリ

		* 機関銀行との相違 キカンギンコウソウイ

		　　i)共通する支配的大株主なし キョウツウシハイテキオオカブヌシ

		　　ii)銀行が産業企業ないしその大株主にコントロールされていない ギンコウサンギョウキギョウオオカブヌシ





安定性

		メインバンクの安定性 アンテイセイ

				1955-65		1965-75		1975-85

		サンプル企業数 キギョウスウ		234		234		234

		期首に借入金があった企業 キシュカリイレキンキギョウ		226		233		233

		借入首位普通銀行が不変の企業 カリイレシュイフツウギンコウフヘンキギョウ		168		197		200

		比率 ヒリツ		76.7		87.6		86.6
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企業の経営危機とメインバンク

メインバンク融資比率
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0.255

0.905
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補完性

		メインバンク関係と長期雇用関係の補完性 カンケイチョウキコヨウカンケイホカンセイ

		1.メインバンク関係→長期雇用 カンケイチョウキコヨウ

		　経営危機時に倒産を回避 ケイエイキキジトウサンカイヒ

		　敵対的買収からの防衛 テキタイテキバイシュウボウエイ

		　→企業の長期雇用へのコミットメントが可能 キギョウチョウキコヨウカノウ

		2.長期雇用→メインバンク関係 チョウキコヨウカンケイ

		　企業価値の評価のために長期的金融関係が有利 キギョウカチヒョウカチョウキテキキンユウカンケイユウリ





メイン3

		産業企業人口（東証第一部上場）におけるメインバンク関係シェアの推移 サンギョウキギョウジンコウトウショウダイイチブジョウジョウカンケイスイイ

						1960		1970		1980		1990		1999

		企業数 キギョウスウ		メインバンク有り ア		286		331		421		440		519

						(67.8)		(72.7)		(74.5)		(66.9)		(70.3)

				メインバンク無し ナ		136		124		144		218		219

						(32.2)		(27.3)		(25.5)		(33.1)		(29.7)

				データ無し ナ		11		49		27		41		28

				計 ケイ		433		504		592		699		766

		売上高（100万円） ウリアゲダカマンエン		メインバンク有り ア		5,040,244		22,976,507		68,308,962		100,926,640		105,609,540

						(76.3)		(78.5)		(73.5)		(67.1)		(65.6)

				メインバンク無し ナ		1,562,786		6,292,616		24,643,028		49,542,098		55,271,652

						(23.7)		(21.5)		(26.5)		(32.9)		(34.4)

				データ無し ナ		135,348		2,429,198		1,976,657		4,403,557		2,189,759

				計 ケイ		6,738,378		31,698,321		94,928,647		154,872,294		163,070,951

		注：本文参照。( )内は各年の（計－データ無し）を分母とした比率（％）。 チュウホンブンサンショウナイカクネンケイナブンボヒリツ





寄与度

		メインバンク関係シェア変化の寄与度分解（売上高） カンケイヘンカキヨドブンカイウリアゲダカ

												％

						1960-1970		1970-1980		1980-1990		1990-1999

		全変化 ゼンヘンカ				2.22		-4.93		-6.31		-1.43

		寄与度 キヨド		成長 セイチョウ		0.27		-0.83		-2.86		-1.00

				退出 タイシュツ		-0.37		-0.07		-0.22		-0.39

				新規参入 シンキサンニュウ		-1.95		-2.69		-1.55		-1.03

				属性転換 ゾクセイテンカン		4.18		-1.02		-1.87		1.13

		成長率：メインバンクを持つ企業と持たない企業の成長率の差 セイチョウリツモキギョウモキギョウセイチョウリツサ

		退出：メインバンクを持つ企業と持たない企業の退出率の差 タイシュツモキギョウモキギョウタイシュツリツサ

		新規参入：新規参入企業の属性比の寄与 シンキサンニュウシンキサンニュウキギョウゾクセイヒキヨ

		属性転換：メインバンクを持つ、持たないの間の属性転換の寄与 ゾクセイテンカンモモアイダゾクセイテンカンキヨ
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		1969		1969		1969		1969
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％

大企業（資本金10億円以上）の資金調達構造

資本

社債

借入金

その他

26.9042804179

6.884057971

33.0384226491

33.1732389619

26.1277849383

6.1621555269

32.3144908857

35.3955686491

25.7828282828

5.4646464646

33.6414141414

35.1111111111

24.8522177669

5.1961473275

34.7815303212

35.1701045843

23.6687457187

4.7661967769

35.3751306919

36.1899268126

22.9025988998

5.6391844264

37.0137356303

34.4444810435

22.3195661243

5.6975981882

35.7798438524

36.202991835

20.6741744027

5.3365799219

35.047937909

38.9413077664

19.8989639524

5.0710677284

35.9684048292

39.06156349

18.8555858311

4.7727872023

35.1006416454

41.2709853213

17.9606933063

4.4658785989

36.0620784683

41.5113496265

17.2941563703

4.6523698602

38.8051954628

39.2482783067

17.1898113656

4.4162266636

38.9265005993

39.4674613715

15.5041866335

4.0340046727

35.9581507188

44.5036579751

14.8445810188

4.0058799196

38.2623212386

42.887217823

14.506227819

4.4444292194

39.9861604023

41.0631825594

14.6468190007

4.6509275939

39.4557694131

41.2464839923

15.6378929764

4.9379907401

39.1952630705

40.228853213

16.6983458186

5.3656441068

37.330006532

40.6060035426

16.5293423508

5.4577968155

35.0564285974

42.9564322363

17.7261268673

5.2823925033

34.61945057

42.3720300594

18.3978686555

5.2881556624

34.9396472501

41.3743284321

19.7539198329

5.5597304836

35.5640186301

39.1223310534

20.8089729154

5.7767750881

34.779664277

38.6345877195

21.4419634619

6.0118102971

33.7486621148

38.7975641262

23.4579617921

7.7538883806

32.8542557114

35.9338941159

24.5435307344

8.6426611117

32.9206758589

33.8931322951

25.0980936628

9.1516860037

32.5230293738

33.2271909597

25.6739604885

9.5159351347

32.0523999443

32.7577044325

26.2073253522

10.2351046557

29.9554661118

33.6021038802

26.1363410395

9.9607068003

30.6337818114

33.2691703487

26.1672020303

10.1673518697

30.5518772066

33.1135688933

26.550850565

9.9567772975

31.1970133001

32.2953588373

27.3703647173

10.4244301408

31.0301951835

31.1750099583

27.859677609

10.1957636583

30.4833294149

31.4612293179

28.0331189051

9.6910270251

29.7213622291

32.5544918407



比較優位
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％

日本の輸出（比較優位）構造の変化

繊維

機械

34.8275862069

0

36.2694300518

0.1727115717

46.4896489649

0.3600360036

52.5426909364

1.0883843123

54.7640831264

3.0409968196

52.7188988329

3.9095619407

37.5033895022

12.5430950997

45.3669536695

8.9585895859

29.4943820225

25.1712798027

11.4215460716

46.2858046704

4.847443206

62.6628094954

2.5129713027

74.9467519279

1.7

77.5



Sheet12

														1/1/64		27,395,367		2,164,894		2,334,614		2,624,185		341,886		7,465,579

		1880		1.3354649673		11987		897590						1/1/65		29,187,221		2,183,883		2,297,152		2,942,815		379,868		7,803,718

		1890		1.0636187756		13942		1310808						1/1/66		33,844,045		2,515,520		2,713,171		3,415,109		438,898		9,082,698

		1900		2.8332457986		59016		2082982						1/1/67		40,764,275		3,255,353		3,582,318		4,314,496		520,696		11,672,863

		1910		6.2103033622		182932		2945621						1/1/68		47,831,839		4,219,487		4,599,107		5,341,079		621,937		14,781,610

		1920		15.8066481443		899238		5688986						1/1/69		57,539,545		5,380,199		5,959,641		6,198,385		754,424		18,292,649

		1930		11.850993085		1097561		9261342						1/1/70		68,376,299		6,761,135		7,316,496		7,261,325		883,496		22,222,452

		1940		27.612419331		5580526		20210203						1/1/71		72,171,619		6,947,417		7,501,173		8,130,162		1,007,519		23,586,271

		1942		32.2481975093		10332		32039						1/1/72		80,030,231		7,029,135		8,538,350		9,358,647		1,094,907		26,021,039

		1950		13.6661437667		2962		21674						1/1/73		102,171,023		9,256,645		10,464,718		11,412,272		1,404,229		32,537,864

		1960		33.6053951543		37921		112842						1/1/74		125,947,390		11,495,901		11,742,218		13,350,093		1,802,295		38,390,507

		1970		32.5002264308		22222452		68376299						1/1/75		125,753,233		10,489,924		10,780,860		14,670,528		1,708,078		37,649,390

		1980		31.979820284		67836968		212124294						1/1/76		143,525,441		11,504,252		13,713,858		16,753,092		1,972,992		43,944,194

		1990		43.2144856131		139743807		323372603						1/1/77		154,942,755		12,539,741		15,021,104		19,034,300		2,364,279		48,959,424

		1996		44.2092381829		138405148		313068385						1/1/78		162,593,563		13,436,699		16,246,391		20,242,419		2,684,152		52,609,661

														1/1/79		181,840,856		15,355,464		18,399,238		21,619,432		2,917,147		58,291,281

														1/1/80		212,124,294		17,360,790		22,160,163		24,896,509		3,419,506		67,836,968

														1/1/81		224,711,947		19,396,085		25,693,042		28,051,085		3,802,347		76,942,559

														1/1/82		229,934,044		19,993,096		27,646,663		28,661,839		3,604,460		79,906,058

														1/1/83		235,526,868		20,261,327		31,572,995		29,575,086		3,773,202		85,182,610

														1/1/84		253,029,814		22,299,194		39,042,295		32,258,467		3,985,599		97,585,555

														1/1/85		265,320,551		24,190,404		40,842,176		36,179,341		4,381,262		105,593,183

														1/1/86		254,688,643		23,330,900		41,228,221		35,030,120		4,225,509		103,814,750

														1/1/87		253,515,261		22,279,814		41,945,205		35,326,951		4,058,998		103,610,968

														1/1/88		274,400,736		25,955,825		46,781,576		37,371,079		4,300,356		114,408,836

														1/1/89		298,893,142		29,472,677		50,875,523		42,107,293		4,682,155		127,137,648

														1/1/90		323,372,603		33,224,858		54,528,557		46,858,189		5,132,203		139,743,807

														1/1/91		340,834,634		35,846,793		58,623,859		48,959,659		5,510,466		148,940,777

														1/1/92		329,520,639		33,192,204		54,565,499		49,425,730		5,051,267		142,234,700

														1/1/93		311,199,479		29,170,940		52,102,594		47,065,071		4,487,884		132,826,489

														1/1/94		299,027,369		27,594,015		51,928,289		44,651,783		4,208,458		128,382,545

														1/1/95		306,029,559		29,884,439		54,830,914		44,214,533		4,106,629		133,036,515

														1/1/96		313,068,385		31,423,823		57,747,786		45,144,628		4,088,911		138,405,148





Sheet7

		輸出額の構成 ユシュツガクコウセイ

				繊維 センイ		機械 キカイ				繊維 センイ		機械 キカイ		計 ケイ

		1880		34.8		0.0				10		0		29

		1890		36.3		0.2				21		0		58

		1900		46.5		0.4				103		1		222

		1910		52.5		1.1				280		6		533

		1920		54.8		3.0				1,257		70		2,295

		1930		52.7		3.9				1,007		75		1,911

		1939		37.5		12.5				1,936		648		5,163

		1951		45.4		9.0				221		44		488

		1960		29.5		25.2				431		367		1,460

		1970		11.4		46.3				794		3,219		6,954

		1980		4.8		62.7				1,424		18,412		29,383

		1990		2.5		74.9				1,042		31,071		41,457

		2000		1.7		77.5				83,616		38,367,338		495,256





Sheet2

														農林水産業 ノウリンスイサンギョウ		鉱工業 コウコウギョウ		建設業 ケンセツギョウ		運輸通信公益 ウンユツウシンコウエキ		商業サービス ショウギョウ		計 ケイ

		1890		48.4375		11.81640625		3.515625		2.05078125		34.1796875		496		121		36		21		350		1024

		1900		39.4120349104		16.7661920073		4.4556729444		3.9044556729		35.4616444649		858		365		97		85		772		2177

		1910		32.4535962877		21.4907192575		4.5533642691		6.6705336427		34.8317865429		1119		741		157		230		1201		3448

		1920		30.2027987727		24.0814188431		5.0063608471		7.9772506174		32.7321709197		4036		3218		669		1066		4374		13363

		1930		17.5696531557		25.7168385996		5.9052879539		12.9640159207		37.8442043701		2163		3166		727		1596		4659		12311

		1940		18.8293330256		39.689591507		7.6765520425		7.0476575121		26.7568659128		6527		13758		2661		2443		9275		34664

		1960		13.3860875447		37.1635333578		5.9070154176		8.5917021337		34.9516615463		1899.7		5274.1		838.3		1219.3		4960.2		14191.6

		1970		6.0457223944		36.7669080874		7.8391114209		7.8844759223		41.463782175		3851.5		23422.8		4994		5022.9		26415		63706.2

		1980		3.389685519		29.6671676635		9.6985177981		8.4675949046		48.7770341148		7092.9		62078.4		20294.1		17718.4		102065.7		209249.5

		1990		2.4344916896		28.5370998653		10.7492423134		8.4796849485		49.7994811833		8931.5		104695		39436.1		31109.7		182701		366873.3





三菱

		三菱財閥の多角化 ミツビシザイバツタカクカ

		1937年の主要三菱系企業 ネンシュヨウミツビシケイキギョウ		設立年 セツリツネン		三菱財閥による事業開始年 ミツビシザイバツジギョウカイシネン

		日本郵船 ニホンユウセン		1885		1873

		三菱鉱業 ミツビシコウギョウ		1918		1873

		東京海上火災 トウキョウカイジョウカサイ		1878		1878

		三菱倉庫 ミツビシソウコ		1918		1880

		三菱重工業 ミツビシジュウコウギョウ		1934		1884

		三菱銀行 ミツビシギンコウ		1919		1885

		東山農事 トウザンノウジ		1919		1887

		三菱製紙 ミツビシセイシ		1917		1889

		三菱地所 ミツビシジショ		1937		1890

		三菱商事 ミツビシショウジ		1918		1896

		三菱海運 ミツビシカイウン		1919		1897

		三菱電機 ミツビシデンキ		1921		1898

		旭硝子 アサヒガラス		1907		1907

		九州炭鉱汽船 キュウシュウタンコウキセン		1907		1911

		飯塚鉱業 イイヅカコウギョウ		1918		1924

		雄別炭鉱鉄道 ユウベツタンコウテツドウ		1919		1924

		東京鋼材 トウキョウコウザイ		1917		1926

		三菱信託 ミツビシシンタク		1927		1927

		三菱石油 ミツビシセキユ		1931		1931

		日本化成 ニホンカセイ		1934		1934

		三菱石炭油化 ミツビシセキタンユカ		1937		1937

		注：網掛けは買収による多角化． チュウアミカバイシュウタカクカ





産業資金

		産業資金供給（残高の増減） サンギョウシキンキョウキュウザンダカゾウゲン

				金額（100万円、億円） キンガクマンエンオクエン								構成比（％） コウセイヒ

				計 ケイ		株式 カブシキ		事業債 ジギョウサイ		借入 カリイレ		株式 カブシキ		事業債 ジギョウサイ		借入 カリイレ

		1886-1890		162		68		0		94		42.0		0.2		57.9

		1891-1895		175		85		11		79		48.6		6.3		45.2

		1896-1900		717		226		4		487		31.5		0.6		67.9

		1901-1905		458		111		30		317		24.2		6.5		69.4

		1906-1910		1,016		270		112		633		26.6		11.1		62.4

		1911-1915		1,567		420		121		1,026		26.8		7.7		65.5

		1916-1920		10,107		4,542		264		5,301		44.9		2.6		52.5

		1921-1925		5,958		1,778		1,220		2,961		29.8		20.5		49.7

		1926-1930		5,187		2,430		1,414		1,343		46.9		27.3		25.9

		1931-1935		1,210		1,629		69		(488)		134.6		5.7		-40.3

		1936-1940		24,476		10,538		1,641		12,297		43.1		6.7		50.2

		1941-1945		100,373		16,794		6,378		77,201		16.7		6.4		76.9

		1946-1950		16,350		2,134		574		13,642		13.0		3.5		83.4

		1951-1955		42,308		5,955		1,592		34,761		14.1		3.8		82.2

		1956-1960		98,783		14,029		4,652		80,102		14.2		4.7		81.1

		1961-1965		241,680		33,697		10,559		197,423		13.9		4.4		81.7

		1966-1970		430,294		29,161		13,203		387,930		6.8		3.1		90.2

		1971-1975		954,042		53,736		36,872		863,434		5.6		3.9		90.5

		1976-1980		846,570		59,756		36,321		750,493		7.1		4.3		88.7

		1981-1985		1,147,714		88,586		40,254		1,018,874		7.7		3.5		88.8

		資料：藤野・寺西[2000]pp.546-547,　東洋経済新報社[1991]p.356より作成． シリョウフジノテラニシトウヨウケイザイシンポウシャサクセイ

		注：金額の単位は1945年まで100万円、1946年以降、億円． チュウキンガクタンイネンマンエンネンイコウオクエン





大川

		大川平三郎の企業グループ オオカワヘイザブロウキギョウ

		企業名 キギョウメイ		大川の所有順位 オオカワショユウジュンイ		備考 ビコウ

		武州銀行 ブシュウギンコウ		1		大川合名 オオカワゴウメイ

		東海鋼業 トウカイコウギョウ		6		大川合名 オオカワゴウメイ

		大川田中事務所 オオカワタナカジムショ		1

		大島製鋼所 オオシマセイコウジョ		4		大川合名 オオカワゴウメイ

		富士製紙 フジセイシ		2		大川合名 オオカワゴウメイ

		城東電気軌道 ジョウトウデンキキドウ		4		大川合名 オオカワゴウメイ

		日本鋼管 ニホンコウカン		3		大川合名 オオカワゴウメイ

		静岡電力 シズオカデンリョク		1		大川、大川合名 オオカワオオカワゴウメイ

		静岡電気鉄道 シズオカデンキテツドウ		10		大川合名 オオカワゴウメイ

		九州製紙 キュウシュウセイシ		1		大川合名 オオカワゴウメイ

		樺太興業 カラフトコウギョウ		1		大川合名 オオカワゴウメイ

		大川合名 オオカワゴウメイ		1

		注：大川ないし大川合名が頭取、社長、代表社員となってきた企業 チュウオオカワオオカワゴウメイトウドリシャチョウダイヒョウシャインキギョウ





機関銀行

		機関銀行 キカンギンコウ

		「日清戦後の企業勃興期には多数の銀行が設立されるのであるが、それらは大部分が『機関銀行』 ニッシンセンゴキギョウボッコウキタスウギンコウセツリツダイブブンキカンギンコウ

		として、産業資本と密接な関係をもって、いわば産業企業の資金導入機関として設立されてくるの サンギョウシホンミッセツカンケイサンギョウキギョウシキンドウニュウキカンセツリツ

		である」（加藤俊彦『本邦銀行史論』東京大学出版会、1957年） カトウトシヒコホンポウギンコウシロントウキョウダイガクシュッパンカイネン





兼任

		銀行と産業企業の役員兼任関係（1926年、全サンプル=1007行） ギンコウサンギョウキギョウヤクインケンニンカンケイネンゼンコウ

		産業企業における地位 サンギョウキギョウチイ		兼任役員を持つ銀行数 ケンニンヤクインモギンコウスウ		同比率 ドウヒリツ		兼任関係数 ケンニンカンケイスウ		同1行当たり ドウコウア

		計 ケイ		836		83.0		7,332		7.28

		社長・会長 シャチョウカイチョウ		407		40.4		967		0.96

		専務・常務 センムジョウム		158		15.7		208		0.21

		取締役 トリシマリヤク		753		74.8		4,170		4.14

		監査役 カンサヤク		637		63.3		1,987		1.97





ROA

		役員兼任関係の影響 ヤクインケンニンカンケイエイキョウ

		被説明変数：総資産利益率（ROA) ヒセツメイヘンスウソウシサンリエキリツ

		銀行規模 ギンコウキボ				全銀行 ゼンギンコウ				大銀行 ダイギンコウ				小銀行 ショウギンコウ

						[1]				[2]				[3]

		兼任関係数（対数） ケンニンカンケイスウタイスウ				-0.246		b		0.139				-0.297		b

						(-2.03)				(0.47)				(-2.24)

		大都市部 ダイトシブ				-0.789		a		-0.002				-0.983		a

						(-3.30)				(0)				(-3.65)

		資産規模（対数） シサンキボタイスウ				-0.457		a		-0.407				-0.664		a

						(-4.80)				(-1.44)				(-4.54)

		定数項 テイスウコウ				11.351		a		9.363		b		14.385		a

						(8.77)				(2.09)				(7.10)

		観測数 カンソクスウ				1007				150				857
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メイン2D

				メインバンク融資比率 ユウシヒリツ		メインバンク派遣役員数 ハケンヤクインスウ

		-4		0.307		0.762

		-3		0.279		0.762

		-2		0.255		0.905

		-1		0.282		0.952

		0		0.284		1

		1		0.29		1.048

		2		0.271		1.095

		3		0.272		1.143

		4		0.26		1.095





貿易D

		

				貿易収支（GDP比） ボウエキシュウシヒ		円為替レート（対ドル） エンカワセタイ		貿易収支（億円） ボウエキシュウシオクエン		GDP（10億円） オクエン		輸出(億円） ユシュツオクエン		その他 タ		一般機械 イッパンキカイ		電気機器 デンキキキ		輸送用機器 ユソウヨウキキ		精密機器 セイミツキキ		一般機械 イッパンキカイ		電気機器 デンキキキ		輸送用機器 ユソウヨウキキ		精密機器（100万円） セイミツキキマンエン		乗用自動車 ジョウヨウジドウシャ		繊維 センイ

		1985		4.0031056313		191.8		129,517		323,541		415,719		114,517		70,395		93,061		117,320		20,426		7,039,535		9,306,052		11,732,039		2,042,562		6,046,683

		1986		4.4659170766		152.5		151,249		338,674		345,997		84,540		64,651		78,710		100,416		17,680		6,465,083		7,870,961		10,041,643		1,768,049		5,562,641

		1987		3.7534110572		127.2		132,319		352,530		325,233		76,575		64,919		74,044		93,091		16,605		6,491,858		7,404,402		9,309,118		1,660,467		5,190,724

		1988		3.1151977691		129.15		118,144		379,250		334,258		81,912		71,797		79,441		84,191		16,917		7,179,714		7,944,071		8,419,120		1,691,709		4,951,864

		1989		2.702634562		144.15		110,412		408,535		373,977		91,598		84,046		88,621		91,352		18,361		8,404,560		8,862,060		9,135,157		1,836,076		5,322,447

		1990		2.2841016266		131.2		100,529		440,125		406,879		96,173		91,757		95,269		103,667		20,012		9,175,726		9,526,944		10,366,725		2,001,249		5,969,323		109978

		1991		2.7599644024		125.75		129,231		468,234		414,651		95,970		93,621		99,335		104,853		20,871		9,362,076		9,933,533		10,485,341		2,087,147		6,016,946

		1992		3.2833838475		124.6		157,764		480,492		420,816		95,618		96,589		98,038		110,295		20,276		9,658,853		9,803,818		11,029,530		2,027,639		6,151,064

		1993		3.1971326254		109.9		154,816		484,234		391,640		85,878		92,104		93,898		101,233		18,527		9,210,430		9,389,769		10,123,339		1,852,653		5,249,849

		1994		3.0065395224		98.55		147,322		490,005		393,485		85,477		95,088		99,445		94,961		18,514		9,508,790		9,944,517		9,496,121		1,851,377		4,598,526

		1995		2.4841911905		107.25		123,445		496,922		402,596		92,340		100,097		106,466		84,277		19,416		10,009,658		10,646,625		8,427,706		1,941,631		3,907,434

		1996		1.7837229764		122		90,967		509,984		435,660		104,041		110,499		108,795		91,379		20,946		11,049,868		10,879,512		9,137,949		2,094,554		4,351,104

		1997		2.3631058863		126.9		123,103		520,937		495,190		119,523		121,301		120,406		109,692		24,269		12,130,055		12,040,587		10,969,188		2,426,917		5,765,320

		1998		3.1061872869		116.2		159,843		514,596		488,663		116,095		114,032		117,492		117,580		23,464		11,403,173		11,749,244		11,758,006		2,346,405		6,549,542

		1999		2.7631765204		106.85		140,155		507,224		457,948		108,822		101,512		115,644		107,931		24,040		10,151,193		11,564,384		10,793,105		2,403,965		6,226,148

		2000		2.4563677689		116.15		125,634		511,463		495,256		111,583		110,964		136,702		108,282		27,726		11,096,364		13,670,193		10,828,191		2,772,590		6,123,021		83616

		2001		1.6856865698		132.9		85,270		505,847		465,835		110,586		102,295		115,333		111,330		26,291		10,229,499		11,533,340		11,132,950		2,629,102		6,421,642

		2002		2.3555822614		118.95		117,332		498,102		494,797		119,376		105,988		119,242		129,997		20,194		10,598,833		11,924,196		12,999,722		2,019,379		7,825,791

		2003		2.4578155224		105.97		122,550		498,614		519,261		126,213		110,257		128,634		132,614		21,542		11,025,736		12,863,431		13,261,418		2,154,179		7,892,731





資金D

				資本		社債		借入金		その他		資産負債

		1960		26.9042804179		6.884057971		33.0384226491		33.1732389619		11868

		1961		26.1277849383		6.1621555269		32.3144908857		35.3955686491		16293

		1962		25.7828282828		5.4646464646		33.6414141414		35.1111111111		19800

		1963		24.8522177669		5.1961473275		34.7815303212		35.1701045843		24191

		1964		23.6687457187		4.7661967769		35.3751306919		36.1899268126		27737

		1965		22.9025988998		5.6391844264		37.0137356303		34.4444810435		30359

		1966		22.3195661243		5.6975981882		35.7798438524		36.202991835		33558

		1967		20.6741744027		5.3365799219		35.047937909		38.9413077664		39426

		1968		19.8989639524		5.0710677284		35.9684048292		39.06156349		46716

		1969		18.8555858311		4.7727872023		35.1006416454		41.2709853213		56885

		1970		17.9606933063		4.4658785989		36.0620784683		41.5113496265		68945

		1971		17.2941563703		4.6523698602		38.8051954628		39.2482783067		78992

		1972		17.1898113656		4.4162266636		38.9265005993		39.4674613715		92613

		1973		15.5041866335		4.0340046727		35.9581507188		44.5036579751		117278

		1974		14.8445810188		4.0058799196		38.2623212386		42.887217823		135376

		1975		14.506227819		4.4444292194		39.9861604023		41.0631825594		145958

		1976		14.6468190007		4.6509275939		39.4557694131		41.2464839923		158205

		1977		15.6378929764		4.9379907401		39.1952630705		40.228853213		162637

		1978		16.6983458186		5.3656441068		37.330006532		40.6060035426		169933

		1979		16.5293423508		5.4577968155		35.0564285974		42.9564322363		192367

		1980		17.7261268673		5.2823925033		34.61945057		42.3720300594		209053

		1981		18.3978686555		5.2881556624		34.9396472501		41.3743284321		226336

		1982		19.7539198329		5.5597304836		35.5640186301		39.1223310534		235533

		1983		20.8089729154		5.7767750881		34.779664277		38.6345877195		249551

		1984		21.4419634619		6.0118102971		33.7486621148		38.7975641262		270950

		1985		23.4579617921		7.7538883806		32.8542557114		35.9338941159		292924

		1986		24.5435307344		8.6426611117		32.9206758589		33.8931322951		302430

		1987		25.0980936628		9.1516860037		32.5230293738		33.2271909597		331316

		1988		25.6739604885		9.5159351347		32.0523999443		32.7577044325		387634

		1989		26.2073253522		10.2351046557		29.9554661118		33.6021038802		455159

		1990		26.1363410395		9.9607068003		30.6337818114		33.2691703487		502886

		1991		26.1672020303		10.1673518697		30.5518772066		33.1135688933		533905

		1992		26.550850565		9.9567772975		31.1970133001		32.2953588373		539994

		1993		27.3703647173		10.4244301408		31.0301951835		31.1750099583		537238

		1994		27.859677609		10.1957636583		30.4833294149		31.4612293179		544432

		1995		28.0331189051		9.6910270251		29.7213622291		32.5544918407		560405





産報D

		

				産業報国会会員数 サンギョウホウコクカイカイインスウ		産業報国会参加率 サンギョウホウコクカイサンカリツ				Number of workers

		1939.6		1,691,446		24.8150438983		4567		6,816,212

		1939.12		2,989,976		42.950434083		19670		6,961,457

		1940.6		3,733,110		52.147737605		34929		7,158,719

		1940.12		4,815,478		65.8113633121		60495		7,317,092

		1941.6		5,293,352		69.4333393759		78146		7,623,646

		1941.12		5,465,558		70.3240623987		85522		7,771,960

		1942.6		5,514,320		68.6498439906		86509		8,032,531







戦後への継承
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戦時期の遺産と径路依存性

• 多額の債権所有を通じて銀行の企業へのコミットメントが上
昇

• 負債比率の上昇によって株主の企業へのコミットメントが低
下

• 移動規制とその間の熟練形成を通じて従業員の企業への
コミットメントが上昇

→戦後復興期－市場経済移行期、従業員と銀行による企業再
建
– 企業別労働組合の結成

– 銀行（メインバンク）による経営者－労働組合の規律付け

– 分散した株主のモニタリング・インセンティブ低下
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戦後復興期の日本企業と経営者の役割

• 終戦直後の日本企業
– 従業員の発言力の増大

←（企業別）労働組合の結成

←1945.12労働組合法

– 株主のガバナンス・インセンティブ低下

←株式の分散

←財閥解体

– 製品市場の統制

→競争の欠如

→従業員・経営者によるモラル・ハザード（非効率な企業経営）
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戦後復興期の日本企業と経営者の役割（続き）

• 市場経済への移行のインパクト

– 製品市場における競争の再開
• 経済統制の撤廃→国内の企業間競争

• 為替レートの単一化→国際競争

– 金融市場によるガバナンスの再開
• 銀行（メインバンク）による経営介入

• 分散的株主には依然としてガバナンス・インセンティブが欠如

– 企業をめぐるステーク・ホルダーの関係
• 従業員（労働組合） v.s. 銀行（メインバンク）

• 銀行の経営介入が引き金となった労働争議

→経営者の役割
• 発言力のある両ステーク・ホルダー（従業員、銀行）の裁定

→両ステーク・ホルダーとの対話

• 「声なきステークホルダー」＝株主への「適正」な利益配当（1割配当の維持）

→「経済職能人」「経営技能者」（「経済同友会設立趣意書」）
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戦後日本の経営者の特徴：
経済同友会の「企業民主化」論

• 日本はいま焦土にひとしい荒廃の中から立ち上ろうとしてい
る。新しき祖国は人類の厚生と世界文化に寄与するに足る
真に民主々義的な平和国家でなければならない。

• われわれは経済人として新生日本の構築に全力を捧げたい。
而して、日本再建に経済の占める役割は極めて重要である。
蓋し経済は日本再建の礎石であるからである。われわれは
日本経済の再建を展望しつつ惨たる荒廃の現状を顧みて責
務の重大なるを痛感する。

• 本会は日本経済の堅実なる再建を標榜する中堅経済人有
志の機関であるが、その立場はあくまで経済職能人もしくは
経営技術者としての立場を採る。従って政治的立場は無色
である。
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戦後日本の経営者の特徴：
経済同友会の「企業民主化」論（続き）

• 「企業経営の民主化」（1947年）
– 「資本と経営の分離」

– 「経営者の資本家に対する受託関係を解除し、前者を後者に対して
法律的にも独立せしめる」

– 企業は「資本、経営、労働の三者によって構成される共同体」
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戦後日本企業の成長を支えたメカニズム：
金融契約の性質と雇用契約の性質の補完性

1.メインバンク関係→長期雇用

経営危機時に倒産とそれによる解雇を回避

敵対的買収とそれによる従業員との暗黙の契約の破棄からの防衛

→企業の長期雇用へのコミットメントが可能

2.長期雇用→メインバンク関係

企業価値の評価のために長期的取引関係が有利
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まとめ：現在への含意
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近年のコーポレート・ガバナンスに関する論議

• 会社は誰のものか？

• 日本企業のコーポレート・ガバナンスは「アングロ・サクソン
型」に移行すべきか？

• 日本の金融システムは資本市場（直接金融）中心のシステ
ムに移行すべきか？

→ 最初の問いが提起されたのは、日本の歴史上、今回が初め
てではない

共通点と相違点

共通点：システムの移行期

相違点：移行の方向が逆（「アングロ・サクソン型」→「日本型」）
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戦前の企業システムからの教訓

• 市場型システムの逆説
– 市場型システムの機能は組織によって支えられる

• 戦前は財閥（持株会社）
– 企業買収の主体
– 大株主による内部的ガバナンス

• 東芝の教訓
– 2003.6 改正商法特例法に基づく「委員会設置会社」への移行

• 監査委員会、報酬委員会を設置し、それぞれの過半数を社外取締役が構成

– 2015年、数年間にわたる不正会計処理が発覚。歴代3名の社長の
取締役辞任

– コーポレートガバナンスの形式を整備してもガバナンスに当たる人材
の能力とインセンティブを伴わなければ機能しない
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戦前期芝浦製作所のガバナンス構造（1936年）：
株主構成

株数 ％

三井合名 108,737 18.1

東京電気 72,202 12.0

インターナショナルゼネラル会社 34,457 5.7

第一生命 15,000 2.5

日華生命 3,000 0.5

山一証券 2,289 0.4

團伊能 2,000 0.3

昭和生命 1,500 0.3

吉川元光 1,443 0.2

藤瀨新一郎 1,055 0.2

阿部諒 1,000 0.2

國華徴兵 1,000 0.2

その他とも計 600,000 100.0
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戦前期芝浦製作所のガバナンス構造（1936年）：
役員構成

役職 氏名 属性 備考

会長 平田篤次郞 社外 三井合名会社重役

常務 久保正吉 内部

百田貞次 内部

北村敏 社外 元三井物産ボンベイ支店長

取締役 オ・ブルースマン 社外 GE

安川雄之助 社外 三井合名理事

黄金井晴正 内部

太田黒静生 内部

エッチ・ユー・ピアース 社外 GE

山口喜三郎 社外 東京電気社長

田島繁二 社外 三井物産代表取締役
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