
法　人　経　歴　書

〔2019年6月21日〕

  一般財団法人日本経営史研究所



１． 住所

東京都千代田区神田三崎町２丁目２０番３号水道橋西口会館９０１

２． 名称

一般財団法人日本経営史研究所

（英文名　Japan Business History Institute）

３． 基本財産

２，１００万円

４． 設立年月日

昭和４３年６月２７日。平成２３年４月１日をもって一般財団法人に移行。

５． 主たる事業活動

(1) 経営史諸資料の収集と公開

会社史・産業史・団体史・経営者伝記等の基本的資料および関係図書の調査・収集を

行ない、専門研究者・諸会社の社史編纂担当者に公開する。

(2) 研究活動と研究者の養成

① 経営史・経済史の専門研究者と共同研究を行ない、その成果を発表・出版する。

② 諸会社・諸団体の経営史編纂担当者を対象に経営史研究の成果を基盤とした研究

会を開催し、交流を図る。

③ 専門研究者の育成を図る。

(3) 受託研究・編集の指導および制作受託

会社史・英文社史・経営者伝記に関する具体的な研究受託、あるいは企画・編集等の

実際的な指導および制作の受託を行なう。

(4) 優秀会社史の選考

会社史の社会的役割の認識と内容水準の向上に資するため、専門家による「優秀会社

史賞選考委員会」を常設し、1978年以来優秀会社史の選考と表彰を行ない、選考経過

を公表している。

(5) 研究専門誌の刊行その他

経営史に関する研究論文、専門研究者による研究発表、すぐれた会社史・経営者伝記

等の紹介および関係新刊行書の書評、会社史制作の指導等経営史の実践的側面を重

視した内容の定期刊行物を発行するなど、当研究所の役割達成のために必要な事業を

行なう。
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６． 役員

田　付　茉莉子 (一般財団法人日本経営史研究所)

河　上　増　雄 (一般財団法人日本経営史研究所 前事務局長)

末　吉　哲　郎 (写真映像文化振興支援協議会)

 高 　津 　   隆 (帝国データバンク史料館 館長)

 松　 島　　　茂 （前東京理科大学専門職大学院 教授，元・通商産業省）

由　井　常　彦 (明治大学名誉教授，公益財団法人三井文庫 常任理事

文庫長)

阿　部　武　司 (国士舘大学政経学部経済学科 教授)

老　川　慶　喜 (跡見学園女子大学観光コミュニティ学部 教授)

杉　浦　勢　之 (青山学院大学総合文化政策学部 教授)

藤　井　卓　也 (プロモントリー・フィナンシャル・グループ 会長）

小　坂　義　人 (飛悠税理士法人　公認会計士，税理士）

中　原　伸　之 (元：日本銀行政策委員会 審議委員)

丸　山　一　之 (丸山税理士事務所 所長)

７． 常勤・非常勤職員

５名

評 議 員

評 議 員

評 議 員

評 議 員

評 議 員

監 事

監　　　　事

代表理事・会長

理 事

理 事

理 事

理 事

理 事
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８． 蔵書

(1）社史 ７，１００冊

(2）団体史 １，３００冊

(3）その他

９． 主な出版業績

(1）資料研究・出版

二代小菅丹治 [上] (1969年)

中上川彦次郎伝記資料 (1969年)

五代友厚伝記資料  [全4巻] (1971～1974年)

日本銀行作成 労働統計 Ⅰ･Ⅱ (1971年)

未踏世界への挑戦 (1972年)

二代小菅丹治 [下] (1972年)

クリーンエネルギーを求めて―電力確保と環境問題― (1972年)

呉文聡著作集  [全3巻] (1973～1974年)

遺稿　葉山好日 (1974年)

脇村義太郎著作集  [全5巻] (1975～1981年)

三井銀行史料  [全6巻] (1977～1978年)

黒船から塩の道まで (1978年)

憂楽五十年 芦原義重―回顧と展望― [芦原義重回想録] (1978年)

明治経営名著集  [全8巻] (1978年)

牧田環伝記資料 (1982年)

三井両替店 (1983年)

時計工業の発達 (1985年)

会社史総合目録 (1986年)

関西地方電気事業百年史 (1987年)

両大戦間の横浜正金銀行 (1988年)

流通の経営史 (1989年)

黒部川―その自然と人と― (1989年)

脇村義太郎対談集　産業と美術と (1990年)

中部地方電気事業史 [上･下] (1995年)

西野恵之助伝 (1996年)

堤康次郎 (1996年)

会社史総合目録 [増補・改訂版] (1996年)

星眼の記 ―人と仕事の思い出 (1997年)

北陸地方電気事業百年史 (1998年)

山一證券の百年 (1998年)

豊田喜一郎伝 (2001年)

関東の電気事業と東京電力 (2002年)

日本の実業家 (2003年)
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成長と革新の企業経営―社長が語る学生へのメッセージ (2004年)

九州地方電気事業史 (2007年)

山田正喜子著作集 (2008年)

セゾンの挫折と再生 (2010年)

山一証券　100年史 [上･下] (2011年)

産業経営史シリーズ１　日本の経済 (2012年)

産業経営史シリーズ2　日本の経営 (2012年)

産業経営史シリーズ3　繊維産業 (2013年)

産業経営史シリーズ4　化学工業Ⅰ　化学肥料 (2014年)

産業経営史シリーズ5　化学工業Ⅱ　石油化学 (2014年)

産業経営史シリーズ6　機械工業 (2015年)

産業経営史シリーズ7　エネルギー産業 (2015年)

産業経営史シリーズ8　財閥と企業グループ (2016年)

産業経営史シリーズ9　食品産業 (2016年)

産業経営史シリーズ10　石鹸・洗剤産業 (2016年)

(2）会社史（研究受託および編集指導）

全国市有物件災害共済会二十年史 (1969年)

ワコール物語 (1969年)

努力前途三十年  [株式会社ワコール] (1969年)

味の素株式会社 社史Ⅰ (1971年)

五十年史  [トピー工業株式会社] (1971年)

日本電気株式会社七十年史 (1972年)

味の素株式会社 社史Ⅱ (1972年)

日本ゼオン二十年史 (1972年)

製紙業の１００年　紙の文化と産業  [王子製紙株式会社 産業史] (1973年)

創業１００年史  [古河鉱業株式会社] (1976年)

三井銀行１００年のあゆみ (1976年)

The Mitsui Bank  A History of The First 100 Years (1976年)

挑戦と創造　三井物産１００年のあゆみ (1976年)

回顧録  [三井物産株式会社] (1976年)

The 100 Year History of Mitsui & Co．，Ltd 1876-1976 (1977年)

関西電力二十五年史 (1978年)

経済団体連合会三十年史 (1978年)

稿本　三井物産株式会社１００年史 [上] (1978年)

稿本　三井物産株式会社１００年史 [下] (1978年)

東京海上火災保険株式会社百年史 [上] (1979年)

東京海上の１００年 (1979年)

(1980年)

´７０年代の記録  [味の素株式会社] (1980年)

The Tokio Marine & Fire Insurance 1879-1979 The First Century
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明治生命百年史 (1981年)

創造への挑戦　明治生命の１００年 (1981年)

近代生命保険生成史料(創業百周年記念)  [明治生命保険相互会社] (1981年)

小野田セメント百年史 (1981年)

沖電気１００年のあゆみ (1981年)

五十年史  [日本農薬株式会社] (1981年)

７０年代ゼオンの歩み (1981年)

東京海上火災保険株式会社百年史 [下] (1982年)

明治生命百年史　資料 (1982年)

泉自動車工業６０年の歩み (1983年)

三十年の歩み  [日本輸出入銀行] (1983年)

FUJI XEROX The First 20 Years 1962～1982 (1983年)

風涛の日日　商船三井の百年 (1984年)

阪神電気鉄道八十年史 (1985年)

三井不動産四十年史 (1985年)

五十年史  [株式会社三豊製作所] (1985年)

創業百年史  [大阪商船三井船舶株式会社 本史･資料集] (1985年)

The First Century of Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. (1985年)

日本電子三十五年史 (1986年)

石坂記念財団１０年のあゆみ 1976～1986  [㈶国際文化教育交流財団] (1986年)

二引の旗のもとに　日本郵船百年の歩み (1986年)

三楽５０年史 (1986年)

The 50-Year History of MITUTOYO (1986年)

ＮＢＣ ２５年史  [日本ビジネス・コンサルタント] (1986年)

全日本海員組合四十年史 (1986年)

九十年史  [日本製粉株式会社] (1987年)

共同印刷９０年史 (1987年)

三菱信託銀行六十年史 (1988年)

日新火災八十年のあゆみ (1988年)

日本郵船株式会社百年史 (1988年)

日本郵船株式会社百年史 資料 (1988年)

近代日本海運生成史料  [日本郵船株式会社] (1988年)

５０年史  [日本アイ・ビー・エム株式会社] (1988年)

コンピューター発達史  [日本アイ・ビー・エム株式会社] (1988年)

情報処理産業年表  [日本アイ・ビー・エム株式会社] (1988年)

TOYOTA A History of the First 50 Years (1988年)

更上一層樓　三菱製紙９０年のあゆみ (1990年)

味をたがやす－味の素八十年史－ (1990年)

セゾンの歴史 [上] (1991年)

三菱製紙資料目録(創業～昭和40年) (1991年)
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セゾンの歴史 [下] (1991年)

フジタ８０年のあゆみ　建設業の革新をめざして  [小史] (1991年)

創業１００年史  [古河電気工業株式会社] (1991年)

セゾンの発想 (1991年)

The 100-Year History of Nippon Life (1991年)

新和海運三十年史 (1992年)

気持ちあたらしく　日本火災１００年のあゆみ (1992年)

光洋精工７０年史 (1993年)

花王史１００年(1890～1990年)  [本史･年表] (1993年)

目でみる明治生命の１１０年 (1993年)

SUMITOMO MARINE & FIRE INSURANCE THE FIRST CENTURY (1993年)

住友海上の１００年―チャレンジの軌跡 (1993年)

フジタ８０年のあゆみ　建設業の革新をめざして  [本史] (1994年)

朱龍・三井海上ものがたり (1994年)

THREE DECADES OF FUJI XEROX 1962～1992 (1994年)

おいしさに まごころこめて　第一パン４５年のあゆみ (1994年)

東京海上最近１０年史 (1994年)

富士ゼロックスの歴史<1962～1992> (1994年)

住友海上火災保険株式会社百年史 (1995年)

日本ガイシ７５年史 (1995年)

挑戦と創造の最近１０年史  [吉田工業株式会社 YKK60周年記念] (1995年)

呉羽化学五十年史 (1995年)

日本火災海上保険株式会社百年史 (1995年)

三井海上火災保険株式会社七十五年史 (1996年)

創業ふたたび －コスモ石油１０年史－ (1996年)

夢を架ける 誠･根･努の経営  [株式会社きんでん ５０年史上・下] (1996年)

限りなき前進 伊藤忠燃料三十五年の歩み (1997年)

東京築地青果株式会社五十年史 (1997年)

東レ７０年史  [本史・資料編] (1997年)

小岩井農場百年史  [小岩井農牧株式会社] (1998年)

THE HISTORY OF TORAY 70　1926-1996 (1999年)

時代を拓く　東レ７０年のあゆみ (1999年)

三菱製紙百年史 (1999年)

データサービス３５年史 (2000年)

稿本　第一中央汽船史 (2000年)

いのちを考えて８５年　万有製薬のあゆみ [普及版] (2000年)

ＮＥＣの１００年　情報通信の歩みとともに [普及版] (2000年)

花王史 年表（1990～2000年） (2000年)

マブチモーターの半世紀 [上･下] (2001年)

Medicine for the People The First 85 years of Banyu Pharmaceutical (2001年)
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進取の精神　沖電気１２０年のあゆみ (2001年)

日本電気株式会社百年史  [本史・資料編] (2001年)

三菱ガス化三十学史 (2002年)

Progressive Spirit ： The 120－Year History of Oki Electric (2002年)

萬有製薬八十五年史 (2002年)

旭化成八十年史 (2002年)

東京証券取引所５０年史 (2002年)

NEC Corporation 1899－1999 (2002年)

明治生命百二十年史 1881～2001 (2003年)

新世紀･新創業の誓い　明治生命の１２０年 (2003年)

Asahi kasei ： The First 80 Years 旭化成の８０年 [小史] (2003年)

大塚製靴　株式会社五十年 (2003年)

関西さわやか銀行史－3年間のあゆみ (2004年)

大東京火災海上80年史 (2004年)

第一生命百年史 (2004年)

商船三井二十年史(1984-2004) (2004年)

ＨＯＹＡのマネジメント [本史・資料] (2005年)

東京海上百二十五年史 (2005年)

阪神電気鉄道百年史 (2005年)

Management in Progress HOYA CORPORATION (2005年)

世界企業への道―ダイキン８０年史 (2006年)

The 80-Year History of Daikin Industries 1924-2004 (2006年)

通向 全球性企业之路 (2006年)

コスモ石油２０年史 (2006年)

可能にする、化学を。　ＪＳＲ50年の歩み (2008年)

日本たばこ産業 百年のあゆみ［日本たばこ産業株式会社］ (2009年)

The First Century of Japan Tobacco Inc.［日本たばこ産業株式会社］ (2009年)

国分流通の歴史 (2009年3月まで社内報に連載)

風雪の百年［チッソ株式会社］ (2011年)

新和海運 50年史［NSユナイテッド海運株式会社］ (2011年)

美しいくにづくりの半世紀［ヨシモトポール株式会社］ (2011年)

キヤノン７０年史　 (2012年) 　

稿本 第一中央汽船史 1892-2010 (2012年)

三井不動産 70年史 (2012年)

日本橋で三百年［国分株式会社］ (2012年)

YKK８０年史 (2014年)

国分300年史（本史） (2015年)

拓く-ダイキン工業90年史（日本語版、英語版、中国語版） (2015年)

継ぐ-ダイキン工業90年物語（継承編）（日本語版、英語版、中国語版） (2015年)

YKK８０年史（英語版） (2015年)
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拓く-ダイキン工業90年史（スペイン語版） (2016年)

継ぐ-ダイキン工業90年物語（継承編）（スペイン語版、トルコ語版） (2016年)

簡易生命保険誕生100周年史 (2017年)

国分史料集 (未 完 )

ダイキン躍進のキーワード―井上語録― (未 完 )

１０． 自転車振興会による補助事業

ＣＤ－ＲＯＭ版「内外会社史団体史総合目録」

１１． 受託研究事業 (総合研究開発機構）

経営システムの国際比較に関する研究―日仏比較を中心とした経営手法の国際研究

１２． 主な提携機関

(1）経営史学会

(2）産業考古学会

(3）専門図書館協議会

(4）企業史料協議会

１３． 主たる取引銀行

三井住友銀行 (麹町支店）
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