
 中小企業金融・財務
発行日 論文名 所属 筆者等

昭和 27年2月15日 「中小企業の能率」の問題
 －経理からみた中小企業の特質－

明治大学 教授 國弘 員人

昭和 27年10月15日 中小企業金融方式の暦史的研究（其の１） 中小企業庁
金融課

昭和 27年11月15日 中小企業金融方式の歴史的研究（其の２） 中小企業庁
金融課

昭和 28年11月15日 金融難とその打開 明治大学 教授 春日井 薫

昭和 28年12月15日 金融引締の方向と方法 中小企業庁
振興部長

石井 由太郎

昭和 29年2月15日 資金の貸付・借入と損益分岐点 東京都立大学 教授 國弘 員人

昭和 29年7月15日 最近に於ける中小企業信用保険の状況 商工中金

昭和 29年10月15日 中小企業金融と一人に対する貸出制限
－相互銀行及び信用金庫の場合を中心として－

大蔵省銀行局
特殊金融課

田代 一正

昭和 30年5月15日 運転資金所要額の算定方法 東京都立大学 教授 國弘 員人

昭和 31年3月25日 支払能力の見方 東京都立大学 教授 國弘 員人

昭和 31年11月25日 資金所要量の算定方法
－とくに収支分岐点の構想について－

東京都立大学 教授 国弘 員人

昭和 32年2月25日 中小企業と金融難の問題 法政大学 教授 渡辺 佐平

昭和 33年8月25日 金融政策と中小企業 東京都商工信用金庫
理事顧問

川端 巖

昭和 34年1月25日 中小企業金融についての若干の問題 大阪市立大学経済研究所
助教授

酒井 安隆

昭和 34年8月25日 中小企業と金融構造のあり方 東京学芸大学 教授 細野 孝一

昭和 35年2月25日 中小企業金融政策の根本問題 立正大学 教授 川口 弘

昭和 35年8月25日 中小企業の格差と金融機関との一関係 上智大学 教授 小山 省三

昭和 35年10月25日 中小企業の金融的地位と企業間格差 横浜市立大学 助教授 宮澤 健一

昭和 36年7月31日 中小企業の自己資本蓄積能力 東京都立大学 教授 泉 三義



昭和 36年12月31日 中小企業金融の回顧 東京学芸大学 教授 細野 孝一

昭和 37年9月30日 中小企業金融機関における預金獲得力の増大
  －最近の預金シェヤーの拡大をめぐって－

早稲田大学 教授 堀家 文吉郎

昭和 38年1月31日 中小企業の利益率は高いか 中央大学 教授 川口 弘

昭和 39年5月31日 中小企業の資産構造と資金調達力の変遷 一橋大学 助教授 吉野 昌甫

昭和 40年1月31日 企業倒産と中小企業金融 東京学芸大学 助教授 花輪 俊哉

昭和 40年5月31日 民間中小企業金融機関の発展の一考察 中央大学 教授 川口 弘

昭和 40年6月30日 中小企業金融と金利格差・企業間信用の動態 横浜市立大学 教授 宮澤 健一

昭和 40年10月31日 中小企業金融の動向と問題点 一橋大学 助教授 吉野 昌甫

昭和 41年4月30日 中小金融機関の問題点
  －相銀・信金を中心に－

日本大学 助教授 森 静朗

昭和 41年10月31日 中小企業金融機関の進路と消費者金融 早稲田大学 教授 矢島 保男

昭和 42年8月31日 中小金融制度再編成をめぐる問題点 一橋大学教授 吉野 昌甫

昭和 43年2月29日 金融制度再編成と中小企業金融制度の改変 東京学芸大学 助教授 花輪 俊哉

昭和 44年11月30日 中小企業の資金不足をめぐる問題点 一橋大学 教授 吉野 昌甫

昭和 45年4月30日 物的貸借対照表と人的貸借対照表
  －企業における人的資産の評価方法を中心として－

綜合経営能率協会
代表理事

薄衣 佐吉

昭和 45年6月1日 金融再編成の過程と展望
  －中小企業金融機関を中心として－

神奈川大学 教授 原 司郎

昭和 45年9月1日 割賦販売金融の現状と問題点 早稲田大学教授 矢島 保男

昭和 46年2月1日 中小企業におけるリースの利用とその問題点 商工中金 大竹 清彦

昭和 46年5月1日 金融効率化と民間中小企業専門金融機関 一橋大学 教授 吉野 昌甫

昭和 46年10月1日 信用組合と金融効率化行政 （社）全国信用組合中央協会
常務理事

武田 逸英

昭和 47年9月1日 金融構造の変化と中小企業金融 中央大学 教授 高田 博

昭和 48年6月1日 ７０年代における企業金融の展開 慶應義塾大学 教授 田村 茂



昭和 48年8月1日 高度成長過程におけるマネー・フローの特質と今後の問題
点（第1回）

一橋大学 教授 吉野 昌甫

昭和 48年12月1日 高度成長過程におけるマネー・フローの特質と今後の問題
点（第2回）

一橋大学 教授 吉野 昌甫

昭和 48年12月1日 中小企業における従業員持株制度の導入とその問題点 商工中金 大竹 清彦

昭和 52年2月1日 低成長下における中小企業金融 慶應義塾大学 教授 鈴木 諒一

昭和 53年1月1日 これからの中小企業専門金融機関の役割と課題 一橋大学 教授 山下 邦男

昭和 54年1月1日 中小企業の財務構造
　－回顧と展望－

桃山学院大学 教授 伊達 陽

昭和 56年10月1日 消費者信用産業の動向と今後の方向 早稲田大学 教授 矢島 保男

昭和 57年9月1日 中小企業金融の変化と諸問題 日本大学 教授 森 静朗

昭和 58年2月1日 最近の中小企業金融問題
　　－イギリスと日本の比較研究－

北海道大学 助教授 浜田 康行

昭和 58年12月1日 トラック運送業界の財務構造と行動分析
  －多変量経営評価モデルを用いた業界経営実態調査－

摂南大学 講師 稲岡 潔

昭和 62年4月1日 中小企業は金融機関をどのようにみているか 商工中金 酒井 俊行

昭和 62年6月1日 昭和61年度　調査研究事業
中小企業の財務構造の動向に関する一考察
　　－ファクト・ファインディングを中心に－

（財）商工総合研究所
研究員

村上 雄次

昭和 63年4月1日 中小企業金融の最近の問題 日本大学 教授 安田 原三

昭和 63年6月1日 中小企業の財務構造の動向（上） 商工中金

昭和 63年7月1日 中小企業の財務構造の動向（下） 商工中金

昭和 63年8月1日 金融自由化の進展と中小企業専門金融機関の動向（上）
　－立地タイプ別にみた地銀・相銀の動向－

商工中金

昭和 63年9月1日 金融自由化の進展と中小企業専門金融機関の動向（下）
　－立地タイプ別にみた地銀・相銀の動向－

商工中金

平成 01年2月10日 金融環境の変化と中小企業 商工中金 高木 健紀

平成 01年8月10日 中小企業の財務戦略 商工中金　調査部

平成 01年9月10日 中小企業と証券市場
 －ジュニア・マーケットの経済学－

北海道大学
助教授

浜田 康行

平成 01年11月20日 中小企業の資本市場における資金調達の動向 （財）商工総合研究所 研究員 山田 学



平成 02年2月20日 企業の財務行動と金融情勢の変化
　－中小企業を中心として－

商工中金 羽生 達夫

平成 03年2月20日 金融自由化と銀行の中小企業向け貸出 一橋大学 教授 清水 啓典

平成 03年4月20日 金融自由化の進行と金融機関の対応 商工中金 酒井 俊行

平成 03年5月20日 中小企業を巡る金融環境の現状と課題 中小企業庁
金融課長

田島 秀雄

平成 04年1月20日 中小企業文化と協同組織金融 日本大学大学院 長谷川 勉

平成 04年4月20日 バブルの崩壊と中小企業金融 商工中金 赤松 健治

平成 04年5月20日 中小企業を巡る金融環境の現状と課題 中小企業庁
金融課長

田島 秀雄

平成 04年9月20日 私募債市場の拡大と中小企業 中小企業庁
金融課長

篠原 徹

平成 04年10月20日 金融の動向 東京学芸大学
名誉教授

細野 耕以知

平成 05年2月20日 財務面からみた中小企業動向
　－中年太り、成人病に悩む中小企業－

商工中金 高木 健紀
筒井 徹

平成 05年6月20日 中小企業金融における最近の動向 中小企業庁
金融課長

篠原 徹

平成 05年11月20日 日本経済の現状と中小企業金融 北海道大学 教授 濱田 康行

平成 06年4月20日 金融環境の変化と中小企業
　　－中小企業金融の実態－

商工中金 筒井 徹

平成 06年5月20日 中小企業を巡る金融環境の現状と課題 中小企業庁
金融課

河口 洋行

平成 07年5月20日 中小企業と直接金融
　－ヨーロッパからの教訓－

北海道大学 教授 濱田 康行

平成 07年5月20日 中小企業を巡る金融環境の現状と課題 中小企業庁
金融課

大塩 一進

平成 07年12月20日 中小企業金融の現状と新たな対応 成城大学 教授 村本　孜

平成 08年4月20日 中小企業を巡る金融環境の現状と課題 中小企業庁
金融課

大塩 一進

平成 09年11月20日 ベンチャー・ファイナンスの現状と課題 成城大学 教授 村本 孜

平成 11年6月20日 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 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8月20日 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 ［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 13年2月20日 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12月20日 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 14年4月20日 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6月20日 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8月20日 ［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 ＜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 ＜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 ＜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 ＜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 ［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 15年1月20日 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 ［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9月20日 《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 16年1月20日 ＜特集＞日本経済再生に果たす中小企業の役割
金融システム不安が続く中での中小企業の金融対応策

名古屋大学大学院
助教授

家森　信善

平成 17年1月20日 ＜特集＞中小企業の金融問題（その１）
中小企業における資金調達手法の多様化

中央大学　商学部
助教授

根本　忠宣

平成 17年2月20日 ＜特集＞中小企業の金融問題（その２）
市場型間接金融を活用する中小企業金融

成城大学　経済学部
教授

村本　孜

平成 18年10月20日 中小企業の会計問題
(新会社法施行との関連を中心に）

専修大学
商学部　教授

黒川　保美

平成 19年1月20日 ＜特集＞財団設立２０周年記念
中小企業の可能性（その２）
中小企業の財務動向

商工中金　調査部

平成 19年6月20日 [寄稿論文]　繰り返しゲームによるリレーションシップバンキ
ングの考察

東京大学経済学研究科
博士課程

齊藤　絋多



平成 19年6月20日 ［平成１８年度　調査研究事業］
金融環境の変化と中小企業

（財）商工総合研究所　主任
研究員

高木　健紀

平成 19年7月20日 ［平成１９年度　調査研究事業］
中小企業金融検討のための｢固定費配賦型収益管理モデ
ル」の提起について
　－情報の非対称性・エージェンシーコストの議論を踏まえて－

（財）商工総合研究所
主任研究員

酒井　俊行

平成 20年10月20日 ［平成１９年度調査研究事業］
情報の経済学と中小企業金融
　　－実務的観点における問題点の整理－

（財）商工総合研究所
主任研究員

酒井　俊行

平成 21年5月20日 ［平成２０年度調査研究事業］
中小企業金融における新旧融資手法の対比による問題点
の整理

（財）商工総合研究所
主任研究員

酒井　俊行

平成 21年8月20日 ［平成２０年度調査研究事業］
中小企業の金融取引に関するアンケート調査

（財）商工総合研究所
主任研究員

高木　健紀

平成 21年10月20日 世界大不況と中小企業 北海道大学大学院
経済学研究科教授

濱田　康行

平成 22年1月20日 中小企業金融の現状と課題 一橋大学大学院
商学研究科　教授

清水　啓典

平成 22年1月20日 ［平成２１年度調査研究事業]
“顔”の見える中小企業金融(上)

（財）商工総合研究所
主任研究員

酒井　俊行

平成 22年2月20日 グローバル金融危機のもとでの中小企業の金融
　－金融機関の貸出態度はどのように変化したか？－

名古屋大学大学院
経済学研究科　教授

家森　信善

平成 22年2月20日 ［平成２１年度調査研究事業]
　“顔”の見える中小企業金融(下)

（財）商工総合研究所
主任研究員

酒井　俊行

平成 22年12月20日 中小企業のメインバンク・システム
　－リレーションシップ・バンキングとの接点を求めて－

（財）商工総合研究所
主任研究員

酒井　俊行

平成 23年1月20日 日本の金融機関における審査体制とソフト情報の収集・活用
　　～中小企業向け融資におけるリレーションシップ形成のインセ
ンティブ要因～

中央大学
商学部教授

根本　忠宣

平成 23年5月20日 ［平成２２年度調査研究事業]
日米のベンチャー・キャピタル投資の「法と経済学（Ｌａｗ　＆
ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ）」的側面からの考察

（財）商工総合研究所
主任研究員

藤野　洋

平成 23年7月20日 ［平成２２年度調査研究事業］
中小企業の金融環境の変遷（上）

（財）商工総合研究所
主任研究員

赤松　健治


