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発行日 分類 論文名 所属 筆者等

平成 11年1月20日 下請・系列・ネット
ワーク

技術開発提携とその企業間統御 青山学院大学 教授 港 徹雄

平成 11年1月20日 中小企業理論・一
般

“量的拡大”の終焉と中小企業
  －「競争・強調」の新展開－

桜美林大学 助教授 堀 潔

平成 11年2月20日 海外の中小企業 東独地域における部品取引関係の再生と現
状

一橋大学 助教授 岡室 博之

平成 11年2月20日 中小企業の組織
化

組合における共同物流の仕組等の事例（１） （財）商工総合研究所
主任研究員

渡辺 靖夫

平成 11年4月20日 中小商業・流通 ＜特集＞「まちづくり３法」と中小商業（その１）
 「まちづくり３法」の意義と問題点

千葉商科大学 教授 伊藤 公一

平成 11年4月20日 中小商業・流通 ＜特集＞「まちづくり３法」と中小商業（その１）
 アメリカ・カナダにおける「まちづくり」と商業振
興

専修大学 助教授 渡辺 達朗

平成 11年4月20日 創業・ベンチャー
ビジネス

新事業創出促進法を読む 北海道大学 教授 濱田 康行

平成 11年4月20日 中小企業の組織
化

組合における共同物流の仕組等の事例（２） （財）商工総合研究所
主任研究員

渡辺 靖夫

平成 11年5月20日 中小商業・流通 ＜特集＞「まちづくり３法」と中小商業（その２）
 大型店出店の新たなルール作り－その意義
と課題－

大阪市立大学  教授 石原 武政

平成 11年5月20日 中小商業・流通 ＜特集＞「まちづくり３法」と中小商業（その２）
これからの「まちづくり」に果たす同業種小売
商業集積の役割

流通経済大学  教授 小林 憲一郎

平成 11年5月20日 中小企業の組織
化

［平成１０年度　調査研究事業］
転換期における異業種交流活動（１）

前（財）商工総合研究
所 主任研究員

辻　俊次郎

平成 11年6月20日 中小企業の組織
化

［平成１０年度　調査研究事業］
転換期における異業種交流活動（２）

前（財）商工総合研究
所 主任研究員

辻　俊次郎

平成 11年6月20日 中小企業金融・財
務

金融ビッグバンと中小企業経営 青山学院大学
国際政治経済学部 教
授

港 徹雄

平成 11年7月20日 中小企業金融・財
務

金融ビッグバンと中小企業経営 中京大学 教授 小川 英次

平成 11年7月20日 中小企業理論・一
般

［平成１０年度　調査研究事業］
新たな局面を迎える産学官の連携と中小企業
（１）

（財）商工総合研究所
主任研究員

望月 和明

平成 11年8月20日 中小企業金融・財
務

金融ビッグバンと中小企業経営 慶應義塾大学
経済学部 教授

渡辺 幸男

平成 11年8月20日 中小企業理論・一
般

［平成１０年度　調査研究事業］
新たな局面を迎える産学官の連携と中小企業
（２）

（財）商工総合研究所
主任研究員

望月 和明

平成 11年8月20日 中小企業金融・財
務

［平成１０年度　調査研究事業］
金融ビッグバンの中小企業に与える影響
  －アンケート調査報告（要約）－

（財）商工総合研究所
主任研究員

木原 徹

平成 11年9月20日 創業・ベンチャー
ビジネス

＜特集＞転換期のベンチャー（その1）
 ニューベンチャーの環境適合能力

青山学院大学 教授 港 徹雄

平成 11年9月20日 中小企業経営・一
般

［平成１０年度　調査研究事業］
ネットワーク時代における中小企業経営

前（財）商工総合研究
所 主任研究員

辻 俊次郎



平成 11年10月20日 創業・ベンチャー
ビジネス

＜特集＞転換期のベンチャー（その２）
 リージョナル・イノベーション・システムにおけ
る企業支援

科学技術庁学技術政策
研究所 主任研究官

柿崎 文彦

平成 11年10月20日 中小企業の組織
化

規制緩和が組合に与える影響と対応策（１） （財）商工総合研究所
主任研究員

渡辺 靖夫

平成 11年11月20日 創業・ベンチャー
ビジネス

＜特集＞転換期のベンチャー（その３）
 ベンチャー企業融資の現状と課題
　　－商工中金新事業支援室の取り組みから

商工中金 大橋 幸男

平成 11年11月20日 中小企業の組織
化

規制緩和が組合に与える影響と対応策（２） （財）商工総合研究所
主任研究員

渡辺 靖夫

平成 11年12月20日 その他 リラクセーション・ピジネスの現状と動向
　－温浴施設事業を中心にして－

（財）商工総合研究所
主任研究員

三浦　敏

平成 12年1月20日 中小企業理論・一
般

創刊５０巻記念特集Ⅰ
座談会：日本経済における中小企業の役割と
２１世紀への展望

帝京科学大学 学長
東京工業大学 名誉教
授 他

小林 靖雄 他５
名

平成 12年1月20日 海外の中小企業 中国の中小企業政策 名古屋大学経済学部
 助教授

史 世民

平成 12年2月20日 中小企業理論・一
般

創刊５０巻記念特集Ⅰ
小論集：２１世紀の中小企業を考える
 －流動化の時代と中小企業経営－

岩手県立大学 教授 古川 浩一

平成 12年2月20日 中小企業理論・一
般

創刊50巻記念特集Ⅰ
小論集：２１世紀の中小企業を考える
 －中小企業の技術開発とＩＴ革命－

慶應義塾大学 助教授 高橋 美樹

平成 12年2月20日 中小企業理論・一
般

創刊５０巻記念特集Ⅰ
 小論集：２１世紀の中小企業を考える
 －企業間ネットワークとアライアンス－

青山学院大学 教授 港 徹雄

平成 12年2月20日 中小企業理論・一
般

創刊５０巻記念特集
小論集：２１世紀の中小企業を考える －２１世
紀、どのような産業集積が国内製造業中小企
業に有効か－

慶應義塾大学 教授 渡辺 幸男

平成 12年2月20日 中小企業理論・一
般

創刊５０巻記念特集Ⅰ
小論集：２１世紀の中小企業を考える
 －政策環境の変化の下で中小商業はどのように
活路を見出したらよいか－

千葉商科大学 教授 伊藤 公一

平成 12年2月20日 中小企業理論・一
般

創刊５０巻記念特集Ⅰ
小論集：２１世紀の中小企業を考える
 －２１世紀のベンチャー－

北海道大学 教授 濱田 康行

平成 12年2月20日 中小企業理論・一
般

創刊５０巻記念特集Ⅰ
 小論集：２１世紀の中小企業を考える
 －中小企業の国際化への視点－

駒澤大学 教授 三井 逸友

平成 12年2月20日 中小企業理論・一
般

創刊５０巻記念特集Ⅰ
 小論集：２１世紀の中小企業を考える
 －新時代の中小企業組織化を考える－

明治大学 教授 百瀬 恵夫

平成 12年2月20日 中小企業理論・一
般

創刊５０巻記念特集Ⅰ
 小論集：２１世紀の中小企業を考える
 －これからの中小企業政策を展望する－

中京大学 教授 寺岡 寛

平成 12年2月20日 創業・ベンチャー
ビジネス

［平成１１年度　調査研究事業］
ベンチャー企業の成長段階別経営特性と課
題
　－アンケート調査「中小企業の創業・新事業展
開に関する実態調査」－

（財）商工総合研究所
主任研究員

村上 雄次

平成 12年4月20日 中小企業と情報・
技術

＜特集＞人・技術の活用と中小企業（その１）
技術の蓄積と創造のマネジメント
　　－日本企業の競争力の源泉を求めて－

名古屋大学 助教授 山田 基成

平成 12年4月20日 中小企業の組織
化

新たな組織化形態の動向について（１） （財）商工総合研究所
主任研究員

渡辺 靖夫

平成 12年5月20日 中小企業と情報・
技術

＜特集＞人・技術の活用と中小企業（その２）
中小製造業における技術開発力の向上
　　～技術の体系化と複眼的技術者を軸として～

滋賀大学 助教授 弘中 史子



平成 12年5月20日 中小企業と情報・
技術

＜特集＞人・技術の活用と中小企業（その２）
世界最適開発・調達・生産時代の生き残りへ
のチャレンジ　　～ボーダレスなモノづくりにお
けるヒト・スキルのゆくえ～

中京大学 専任講師 浅井 紀子

平成 12年5月20日 中小企業の組織
化

新たな組織化形態の動向について（２） （財）商工総合研究所
主任研究員

渡辺 靖夫

平成 12年6月20日 中小企業経営・一
般

ネットワーク時代における中小企業経営 岩手県立大学 教授 古川 浩一

平成 12年6月20日 下請・系列・ネット
ワーク

［平成１１年度　調査研究事業］
受注型中小製造業の生き残り戦略（１）

（財）商工総合研究所
主任研究員

望月 和明

平成 12年7月20日 中小企業経営・一
般

ネットワーク時代における中小企業経営 一橋大学 助教授 岡室 博之

平成 12年7月20日 下請・系列・ネット
ワーク

［平成１１年度　調査研究事業］
受注型中小製造業の生き残り戦略（２）

（財）商工総合研究所
主任研究員

望月 和明

平成 12年8月20日 中小企業経営・一
般

ネットワーク時代における中小企業経営 慶應義塾大学 助教授 高橋 美樹

平成 12年8月20日 中小企業の組織
化

経営革新・創業支援等に挑戦する組合等多
様な中小企業連携の創造へ

全国中小企業団体中
央会 企画部長

原川 耕治

平成 12年8月20日 中小商業・流通 ［平成１１年度　中小企業庁　委託調査研究事
業］
商店街振興組合の内部運営体制強化につい
て（一部要約）（１）

（財）商工総合研
究所

平成 12年9月20日 中小企業と情報・
技術

<特集>中小企業とＩＴ革命（その１）
 中小企業と情報技術

慶應義塾大学 助教授 神戸 和雄

平成 12年9月20日 中小商業・流通 ［平成１１年度　中小企業庁　委託調査研究事
業］
商店街振興組合の内部運営体制強化につい
て（一部要約）（２）

（財）商工総合研
究所

平成 12年10月20日 中小企業と情報・
技術

＜特集＞中小企業とＩＴ革命（その２）
 ＩＴ革命と中小流通業

千葉商科大学 教授 懸田 豊

平成 12年10月20日 その他 ［平成１１年度　中小企業庁　委託調査研究事
業］　ニューサービス業実態調査研究報告
（１）

（財）商工総合研
究所

平成 12年11月20日 中小企業と情報・
技術

＜特集＞中小企業とＩＴ革命（その３）
中小企業のものづくりとＩＴ革命

京都大学 助教授 出口 弘

平成 12年11月20日 その他 ［平成１１年度　中小企業庁　委託調査研究事
業］
ニューサービス業実態調査研究報告（２）

（財）商工総合研
究所

平成 12年12月20日 創業・ベンチャー
ビジネス

［平成１２年度　調査研究事業］
介護保険制度下の介護サービス事業

（財）商工総合研究所
主任研究員

三浦　敏

平成 13年1月20日 中小企業と雇用・
労働

財務分析にみる業種別、規模別リストラ動向
分析

商工中金 江口 政宏

平成 13年1月20日 中小企業の組織
化

［平成１２年度 調査研究事業］
組合の会社化への取組について（１）

（財）商工総合研究所
主任研究員

渡辺 靖夫

平成 13年2月20日 中小企業金融・財
務

中小企業サイドから見た９０年代金融と今後
の展開

産能大学 教授 宮田 矢八郎

平成 13年2月20日 中小企業の組織
化

［平成１２年度 調査研究事業］
組合の会社化への取組について（２）

（財）商工総合研究所
主任研究員

渡辺 靖夫

平成 13年4月20日 中小企業と雇用・
労働

＜特集＞中小企業の労働・雇用問題（その１）
わが国雇用構造の変化と中小企業の雇用問
題

横浜国立大学大学院
教授

三井 逸友



平成 13年4月20日 中小企業と雇用・
労働

［平成１２年度 調査研究事業］＜特集＞
中小企業の労働・雇用問題（その１）
雇用構造の変化と人材活用戦略

元（財）商工総合研究
所 主任研究員

利光 義文

平成 13年5月20日 中小企業と雇用・
労働

＜特集＞中小企業の労働・雇用問題（その２）
中小企業と大企業における雇用・賃金構造の
比較考察

流通科学大学
商学部教授

高田　亮爾

平成 13年5月20日 中小企業と雇用・
労働

＜特集＞中小企業の労働・雇用問題（その２）
中小企業の競争戦略と人的資源管理システ
ム

法政大学
経営学部教授

奥西　好夫

平成 13年5月20日 創業・ベンチャー
ビジネス

日本のベンチャー活動
－Global　Entrepreneueship　Monitor（GEM）
2000－

慶應義塾大学
常任理事・教授
流通科学大学　教授

矢作　恒雄
磯辺　剛彦

平成 13年6月20日 中小企業経営・一
般

構造転換期の中小企業 神戸大学大学院
経営学研究科　助教
授

原田　勉

平成 13年6月20日 その他 ［平成１２年度　調査研究事業］
第６回　中小機械・金属工業の構造変化に関
する実態調査（１）

商工中金　調査
部
（財）商工総合研
究所

平成 13年7月20日 中小企業経営・一
般

構造転換期の中小企業 青山学院大学　教授 港　徹雄

平成 13年7月20日 中小企業経営・一
般

中小企業の景況と経営戦略の動向
　－「中小企業の経営戦略の動向等に関する調
査」
     （２００１年２月調査）を中心に－

商工中金 藤野　洋

平成 13年7月20日 中小企業経営・一
般

［平成１２年度　調査研究事業］
第６回　中小機械・金属工業の構造変化に関
する実態調査（２）

商工中金　調査
部
（財）商工総合研
究所

平成 13年8月20日 中小企業経営・一
般

構造転換期の中小企業 名古屋大学大学院
助教授

山田　基成

平成 13年8月20日 中小商業・流通 ［平成１２年度　調査研究事業］
ＩＴ化の進展と中小流通業（１）

（財）商工総合研究所
主任研究員

村上　雄次

平成 13年9月20日 中小企業と地域
経済・産業集積・
地場産業

＜特集＞グローバル化と中小企業（その１)
グローバル化に伴う産業集積の変化
　－金属消費財生産の産地型集積地域・鯖江と燕
の事例から－

東京都立工業高等専
門学校
助教授

遠山　恭司

平成 13年9月20日 中小商業・流通 ［平成１２年度　調査研究事業］
ＩＴ化の進展と中小流通業（２）

（財）商工総合研究所
主任研究員

村上　雄次

平成 13年10月20日 中小企業経営・一
般

＜特集＞グローバル化と中小企業（その２)
これからの中小製造業
　－日本からのグローバル・スタンダード発信をめ
ざして－

滋賀大学　助教授 弘中　史子

平成 13年10月20日 中小企業と地域
経済・産業集積・
地場産業

［平成１２年度　調査研究事業］
ＥＵの地域開発と中小企業（１）

（財）商工総合研究所
主任研究員

三浦　敏

平成 13年11月20日 中小商業・流通 ＜特集＞グローバル化と中小企業（その３)
グローバル化に伴う流通構造の変化と中小零
細小売業

千葉商科大学
商経学部　助教授

番場　博之

平成 13年11月20日 中小企業と地域
経済・産業集積・
地場産業

［平成１２年度　調査研究事業］
ＥＵの地域開発と中小企業（２）

（財）商工総合研究所
主任研究員

三浦　敏

平成 13年12月20日 中小企業金融・財
務

マイクロファイナンスにおける協同組織金融の
位置と含意

日本大学　商学部
助教授

長谷川　勉

平成 13年12月20日 中小企業と情報・
技術

中小企業のインターネットの利用等に関する
調査「２００１年８月調査」

商工中金　調査
部

平成 14年1月20日 中小企業と地域
経済・産業集積・
地場産業

＜特集＞わが国産業集積の未来（その１）
国内産業集積の展望
　　－燕の産業集積の発展可能性を例に－

慶應義塾大学　教授 渡辺 幸男



平成 14年1月20日 中小企業と地域
経済・産業集積・
地場産業

［平成１３年度　調査研究事業］
＜特集＞わが国産業集積の未来（その１）
新しい産業集積の動向

（財）商工総合研究所
主任研究員

三浦　敏

平成 14年2月20日 中小企業と地域
経済・産業集積・
地場産業

［平成１３年度　調査研究事業］
＜特集＞わが国産業集積の未来（その２）
不況下の産業集積　　－現状の問題点と課題－

大阪市立大学経済研
究所
助教授

植田　浩史

平成 14年2月20日 中小商業・流通 ［平成１３年度　調査研究事業］
商店街衰退の現状と再生への方途

（財）商工総合研究所
主任研究員

住吉　輝男

平成 14年4月20日 創業・ベンチャー
ビジネス

＜特集＞創業と持続的発展戦略（その１）
ベンチャー創業基盤の規定要因

青山学院大学　教授 港　徹雄

平成 14年4月20日 中小企業金融・財
務

遅れる中小企業のバランスシート調整 商工中金 藤野　洋

平成 14年5月20日 創業・ベンチャー
ビジネス

＜特集＞創業と持続的発展戦略（その２）
企業の持続的成長
　－ケイパビリティの育成による環境適応－

札幌大学　教授 小川　正博

平成 14年5月20日 創業・ベンチャー
ビジネス

＜特集＞創業と持続的発展戦略（その２）
ニューサービス業の環境適合戦略

同志社女子大学　教
授

加藤　敦

平成 14年5月20日 中小企業経営・一
般

激変するモノづくりにおける競争力の源泉 中京大学　経営学部
専任講師

浅井　紀子

平成 14年6月20日 中小企業と地域
経済・産業集積・
地場産業

構造転換期の中小企業[Ⅱ]
－ＩＴ革命との関わりを中心にして－

横浜国立大学　教授 三井　逸友

平成 14年6月20日 中小企業金融・財
務

２００２年版中小企業白書の概要
　－中小企業金融の課題を中心として

中小企業庁　事業環
境部
企画課　調査室

橘　隆仁

平成 14年7月20日 中小企業と情報・
技術

構造転換期の中小企業[Ⅱ]
－ＩＴ革命との関わりを中心にして－

金城学院大学　教授 足立　文彦

平成 14年7月20日 その他 遺言による企業継承に関する一考察
　－受遺者の選定の委任の活用－

日本大学
助教授・弁護士

松嶋　隆弘

平成 14年8月20日 中小企業と情報・
技術

構造転換期の中小企業[Ⅱ]
－ＩＴ革命との関わりを中心にして－

千葉商科大学　教授
流通科学大学　教授

伊藤　公一
向山　雅夫

平成 14年8月20日 中小企業金融・財
務

［平成１３年度　調査研究事業］
９０年代の中小企業専門金融機関の動向と今
後の課題（上）

（財）商工総合研究所
主任研究員

村上　雄次

平成 14年9月20日 中小企業金融・財
務

＜特集＞環境激変下の中小企業金融
中小企業金融と地域金融機関の競争力

一橋大学　教授 清水　啓典

平成 14年9月20日 中小企業金融・財
務

＜特集＞環境激変下の中小企業金融
中小企業金融の理論的基礎と間接金融の新
たな手法

成城大学　教授 村本　孜

平成 14年9月20日 中小企業金融・財
務

＜特集＞環境激変下の中小企業金融
新世紀の中小企業金融の揺らぎと金融仲介
機関

名古屋大学　助教授 家森　信善

平成 14年9月20日 中小企業金融・財
務

＜特集＞環境激変下の中小企業金融
中小企業とネット通販・ネット銀行・・・信頼の
役割

東京都立大学　教授 日向野　幹也

平成 14年9月20日 中小企業金融・財
務

［平成１３年度　調査研究事業］
９０年代の中小企業専門金融機関の動向と今
後の課題（下）

（財）商工総合研究所
主任研究員

村上　雄次

平成 14年10月20日 中小企業理論・一
般

［平成１３年度調査研究事業］
革新的起業の成長要因

（財）商工総合研究所
主任研究員

三浦　敏



平成 14年10月20日 中小商業・流通 ＜特集＞中小流通業の課題
～卸機能の再評価～（その１）
流通環境の変化と卸売機能

青山学院大学　教授 懸田　豊

平成 14年10月20日 中小商業・流通 ＜特集＞中小流通業の課題
～卸機能の再評価～（その１）
物流機能の再検証

城西国際大学　教授 野澤　建次

平成 14年11月20日 中小商業・流通 ＜特集＞中小流通業の課題
～卸機能の再評価～（その２）
 メーカーと卸売業との関係の変化
　-いわゆる直接取引問題に関して-

専修大学　教授 渡辺　達朗

平成 14年11月20日 中小商業・流通 ＜特集＞中小流通業の課題
～卸機能の再評価～（その２）
小売業を支援する卸売業
　-小売業と卸売業の機能連携の可能性-

青山学院大学　教授 三村　優美子

平成 14年11月20日 中小企業の組織
化

組合実態調査(２００２年版)上 　 商工中金　組織
金融部
(財)商工総合研
究所

平成 14年12月20日 中小企業の組織
化

組合実態調査(２００２年版)下 商工中金　組織
金融部
(財)商工総合研
究所

平成 14年12月20日 中小企業と情報・
技術

中小企業のインターネットの利用等に関する
調査
 ［２００２年８月調査]

商工中金　組織
金融部
(財)商工総合研
究所

平成 15年1月20日 その他 ＜特集Ⅱ＞環境問題と中小企業（その１）
環境問題と中小企業
  －その今日的課題と実践の意義

横浜国立大学大学院
教授

三井　逸友

平成 15年1月20日 その他 ＜特集Ⅱ＞環境問題と中小企業（その１）
環境問題  －企業倫理からのアプローチ

明治大学　助教授 出見世　信之

平成 15年1月20日 中小企業金融・財
務

中小企業金融の実証研究に関するサーベイ
～マイクロデータによる実証分析に注目して
～

東京大学大学院
経済学研究科
博士課程

鶴田　大輔

平成 15年2月20日 その他 ＜特集Ⅱ＞環境問題と中小企業（その２）
中小企業の環境経営
　－持続可能な組織マネジメントの視点から－

横浜国立大学大学院
環境情報研究院ＣＯＥ
研究員

深澤　利元

平成 15年2月20日 中小企業経営・一
般

商店街の「経営」戦略
　－新規参入者を呼び込むために－

経済産業省中小企業
庁
調査室調査員

江口　崇

平成 15年2月20日 中小企業金融・財
務

［平成１４年度　調査研究事業］
中小企業の財務戦略、金融対策
　－経営環境の変化と中小企業の対応－

（財）商工総合研究所
主任研究員

高木　健紀

平成 15年4月20日 海外の中小企業 ＜特集＞中国をめぐるアジアの中小企業（そ
の１）
中国郷鎮企業の変容
　～蘇南モデルを事例として～

江南大学　副教授 朱　晋偉

平成 15年4月20日 海外の中小企業 ＜特集＞中国をめぐるアジアの中小企業（そ
の１）
中小機械工業の中国進出
　～国際中堅企業の登場～

（有）パス研究所　代表
成城大学　非常勤講
師

西澤　正樹

平成 15年4月20日 下請・系列・ネット
ワーク

起業家人材輩出に向けての産学連携活動
　～専門学校における起業家人材教育の実践～

広島修道大学　助教
授

川名　和美

平成 15年5月20日 海外の中小企業 ＜特集＞中国をめぐるアジアの中小企業（そ
の２）
韓国中小企業の中国進出
　～退路を断った、著しい現地化の実態～

一橋大学大学院　教
授

関　満博

平成 15年5月20日 海外の中小企業 ＜特集＞中国をめぐるアジアの中小企業（そ
の２）
産業空洞化と中小企業
　～海外生産の増加が中小企業に与える影響～

商工中金　調査
部

平成 15年6月20日 中小企業と地域
経済・産業集積・
地場産業

中小企業の存立条件と産業集積の変化 慶應義塾大学　教授 渡辺　幸男



平成 15年6月20日 下請・系列・ネット
ワーク

［平成１４年度　調査研究事業］
変化する産業構造の下における中小製造業
の課題と対応
　～いかにして持続的な競争優位を築くべきか～

（財）商工総合研究所
主任研究員

望月　和明

平成 15年7月20日 中小企業と地域
経済・産業集積・
地場産業

中小企業の存立条件と産業集積の変化 青山学院大学　教授 港　徹雄

平成 15年7月20日 中小商業・流通 ［平成１４年度　調査研究事業］
流通構造の変化と中小卸売業の生き残り戦
略(上)

(財)商工総合研究所
主任研究員

村上　雄次

平成 15年8月20日 中小企業と地域
経済・産業集積・
地場産業

中小企業の存立条件と産業集積の変化 慶應義塾大学　教授 髙橋　美樹

平成 15年8月20日 中小商業・流通 ［平成１４年度　調査研究事業］
流通構造の変化と中小卸売業の生き残り戦
略(下)

(財)商工総合研究所
主任研究員

村上　雄次

平成 15年9月20日 中小企業金融・財
務

《特別寄稿》株券がなくなる！
　～会社法改正要綱案の概要～

全国中小企業団体中
央会　専務理事

田勢　修也

平成 15年9月20日 中小商業・流通 ＜特集＞不況下で活躍する小売・サービス業
（その１）
不況下で活躍する小売業

流通経済大学　教授 小林　憲一郎

平成 15年9月20日 中小企業の組織
化

［平成１４年度　調査研究事業］
　転換期の団地組合（上）
　～一体性の維持・強化を求めて～

(財)商工総合研究所
主任研究員

三浦　敏

平成 15年10月20日 中小商業・流通 ＜特集＞不況下で活躍する小売・サービス業
（その２）
サービス業の業界動向と成長する民間介護ビ
ジネス

千葉商科大学　教授 中山　健

平成 15年10月20日 中小企業の組織
化

［平成１４年度　調査研究事業］
転換期の団地組合（下）
　～一体性の維持・強化を求めて～

(財)商工総合研究所
主任研究員

三浦　敏

平成 15年11月20日 中小商業・流通 ＜特集＞不況下で活躍する小売・サービス業
（その３）
サービス経済化の進展と新しいスモールビジ
ネス

白鴎大学　教授 樋口　兼次

平成 15年11月20日 中小企業と雇用・
労働

［平成１４年度　調査研究事業］
中小企業の人材活用戦略

(財)商工総合研究所
主任研究員

村上　雄次

平成 15年12月20日 中小企業と情報・
技術

［平成１５年度　調査研究事業］
中小企業における技術・技能の継承について
（上）

(財)商工総合研究所
主任研究員

三浦　敏


