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第 2章　無尽 6社の沿革　今治無尽

第 2節　商人町の共済――今治無尽

　町医者が世話役

　大正 7年の 9月初旬、徳
とく

冨
とみ

蘆
ろ

花
か
（小説家。ジャーナリストで歴史家の徳富蘇

そ

峰
ほう

の弟）は

大阪の安
あ

治
じ

川
かわ

から別府行きの商船木
もっ

浦
ぽ

丸に乗った。船は初秋の瀬戸内海を西へくだ

り、月空の夜半に多度津沖をすぎた。製錬所の電灯が煌
こう

々
こう

と明るい四阪島を左舷に

見るころから空が白みはじめ、今治沖で夜が明けた。

　蘆花は甲板にでると双眼鏡を目にあて、朝日がさしはじめた今治の町をみつめ

た。しばらく探すと、朝靄にかすむ低い家屋の上に建ち並ぶ煙突の群れに混じっ

て、今治教会の鐘
しょう

楼
ろう

が視界に入った。この鐘楼はアメリカのアイオワ州の教会連

合会から寄贈されたもので、蘆花の今治時代にも、時を告げる鐘の音が空に鳴りわ

たっていた。蘆花は 20 歳をむかえる前の明治 18 年から 1年 4か月あまり、この教

会に身を寄せ、今治英学校の教師をしながらキリスト教の伝道にたずさわっていた

ことがある。その青春の熱き日々が胸に去来し、蘆花は甲板でしばしの追憶にひ

たっていた。のちに蘆花は紀行文「木浦丸」のなかで、このときのことをこのよう

に書いている。

　なつかしの港町は薄すらと朝霧被
かつ

いでまだ覚め切らずに居る。然しよく其白砂の上で仏
ふ

蘭
らん

西
す

鬼
おに

子
こ

をしたりした天保山の松原がよく見える。春は櫻花の美しかった吹揚の城址も小高く見える。

教會は如何か。町も變ったことであろう。高い煙突などが見える。

　蘆花が木浦丸の船上で、今治時代を懐かしんだ大正7年からさかのぼること3年、

大正 4年 9月のことである。

　城下の米
こめ

屋
や

通り 2丁目は小間物、和菓子、豆腐、製氷、餅、漬物など日用雑貨を

商う店が軒をつらねている。昼前のこと、このにぎやかな通りの一角にある三藤猛

内科医院へ村上七
な

三
み

一
いち

という名のなじみの患者がやってきた。診察を終え、三藤が

カルテにいつもの胃薬の名を記していると、七三一は他に患者がいないことをたし

かめ、声をひそめて、勤めている肥薩貯金会社の出張所が閉鎖されることになっ
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た、と言った。

　肥薩貯金なら三藤もよく知っている。去年の春先、無尽

講の盛んな今治の繁華街に営業無尽の小さな出張所ができ

たが、それが肥薩貯金だった。外務員が自転車で勧誘にで

かけるのをみかけていたが、三藤が通りすがりに出張所を

のぞくと、いつも中はがらんとしていて、客が来ている様

子はなかった。店じまいと聞き、やはりそうか、と三藤は

合点し、カルテから目をあげた。すると七三一はまるで病

状でも訴えるかのように、出張所の閉鎖は佐世保にある本店が勝手に決めたこと

で、無尽の会員は順調に伸びており、掛金も毎月増えている、なんとも惜しいこと

だ、と悔しがった。

　明治 8年生まれの七三一は、40 をこえたばかりの働き盛りである。かれは若い

ころ、燧
ひうち

灘
なだ

に浮かぶ島の小学校の訓導をしていたが、今治の町へ渡ってくると木

綿製造会社で経理係をして小銭をためた。会社を辞め、木綿の行商をはじめたのは

30 もだいぶすぎてからである。島
とう

嶼
しょ

部
ぶ

の漁師町をまわって商いを広げ、やがて今

治一の繁華街である川岸端に木綿縞販売の店をかまえるまでになった。

　そして、今から 1年ほど前のことだった。

　米屋通りにある湯
ゆ

屋
や

の朝風呂仲間から、肥薩貯金が今治に出張所を開設するとい

う話を七三一は耳にした。もともと経理の仕事をしていたときから、かれは金融業

には強い関心があった。一念発起して肥薩貯金の松山支店と交渉し、木綿縞販売の

店を松山支店の出張所にすることにした。七三一は出張所の所長となり、営業無尽

の経理全般をみていた。ところがその出張所が 1年もしないうちに本店の都合で閉

鎖されるというのだから、たまったものではない。納得できないのは当然である。

なんとか打つ手はないものか、と七三一は主治医の三藤に相談をもちかけたのだっ

た。同じ朝風呂仲間の三藤には、ちょっぴり責任もある。ええ知恵はないものか、

三藤は仲間のみんなにはかってみることを約束した。

　それからしばらくたった日曜日の朝方、ひと風呂浴びた町内の朝風呂仲間が三藤

医院の応接室に集まってきた。油問屋の喜多川国助、漬物屋の山本逸八、陶器店の

村上七三一
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小林鶴松、材木商の山田鬼一、それに呉服商の羽倉仙太郎である。朝風呂というと

いかにも暢
のん

気
き

で、「朝風呂丹
たん

前
ぜん

抱き火鉢」の怠け者のようだが、このころ、朝風呂

は今治の流
はやり

行の商工業者たちの朝のたしなみだった。地場産業の綿織物業が活況な

うえに、ここ昨今は今治特産の白綾ネルやタオルも事業が拡大していた。もともと

港町として栄え商業が盛んな土地柄なのだが、郊外には織物工場がたちならぶよう

になり、伊予の大阪とよばれるほどの活況を呈している。働き盛りの男たちは、朝

風呂にはいってその日一日の計を練り、清潔な身なりで表にくりだす。これが躍進

する今治の粋な旦那の習慣になっていたのである。

　それはともあれ、七三一が活路をひらこうとした今治の金融をみてみると、明治

18 年 2 月、松山に本店がある国立五十二銀行が港の近くに支店をだしている。し

かし五十二銀行の経営は、国立銀行でもないのにひどく官僚的で、小商工業者にた

いしては横柄で高圧的であった。資金繰りに困っているときにやってきて、容赦な

く取り立てる。大企業には薄利で融通し、小商工業者には高利で貸し付ける。泣か

される者があとをたたない状況だった。そこで町内の有志が資金をだしあい、明治

25 年 5 月に今治融通株式会社を設立し、中小経営者への資金融通をはじめた。こ

の今治融通は翌年に今治銀行と名をあらため、日清戦争後に大きく発展して今治商

業銀行と改称し、今治の中心的な金融機関へと成長した。さらに大正にはいると、

県内各地に支店を開設し、五十二銀行につぐ大きな銀行になっていた。商工業の発

展がめざましい今治にあって、このような金融情勢の中、肥薩貯金が営業無尽の出

張所を開いたのである。

　ヨーロッパでは戦争もはじまっていて、今治にも大戦景気がやってきそうな気配

今治無尽の登記公告
（大正₅年₃月16日付「海南新聞」）
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もある。湯屋のなかでも景気のよい話が行きかっていた。今治商業銀行の成功が、

この日集まった朝風呂仲間たちのやる気を後押ししていた。町内に出資を呼びかけ

れば、3万円くらいならすぐに集まるので、出張所を買収して新たに無尽会社を立

ち上げよう、という話になった。2,000 円までなら出資できる、と医師の三藤をふ

くめ、集まった 6人の旦那たちは意気ごみを口にした。仲間を激励するかのように

三藤が言った。

　「今治でいまいちばんせわしいのは、商業銀行ぞな。ついこの前、支配人に用がで

きて、銀行の事務室で小一時間話しこんでいる間にも、融資を求める来客が 5人

もあったわなぁ。それに店頭には絶えず客がおって、荷為替をくむ者、割引に来た

者、貯金、引き出しと、てんてこまいや。支店長にたしかめたら、毎日捺す行印の

数だけでも 5,000 を下らんというから、そらもう大忙し。これからの今治を発展さ

すのは金融じゃ。村上さんには引き続き無尽会社の事務管理をしてもらうことにし

ましょうや」

図表5　今治無尽の位置（大正15年₂月発行「日本商工社」）

米屋通り

本町通り

三藤内科

松本鉄工

今治無尽

海
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　話はまとまった。七三一は喜び、中心となってよく動いた。出資者を募り、肥薩

貯金と話をつけ、5か月ほどかけ無尽会社の設立にこぎつけた。

　川岸端に今治無尽株式会社が事務所開きをしたのは、大正 5年 2月 10 日である。

会社設立時の資本総額は 6万円、1株 50 円で払込資本額は 2万 1,000 円だった。

取締役になったのは朝風呂仲間の三藤、羽倉、山田、小林、山本の 5人で、喜多川

と他にもうひとり谷口亀治郎という米問屋の旦那が監査役に就任した。

　金融業が盛んになるという、朝風呂仲間たちの見込みはたしかにまちがってはな

かった。今治無尽の開業した大正 5年に、西条銀行、帝国実業銀行、松山商業銀行

が目抜き通りに支店を出し、さらに既存の五十二銀行と今治商業銀行があいついで

繁華街に支店を増設したので、今治の中心地は一気に銀行が軒を並べることになっ

た。くわえて今治は昔から商人、職人、船大工、零細工場の経営者、一杯船主など

地域や職業に応じた無尽講が生産資金の融通に役立てられていたので、営業無尽の

入り込む余地は限られていた。今治無尽には貯蓄目的や不意の出費にそなえて入会

する会員が多く、掛金の額は少なく組数も限られていた。業績が一向にふるわない

ため、事務所は大正 6年 8月に川岸端から米屋町へ移転し、さらに 2年後の 8年 8

月には、町のはずれの本町 2丁目へ引っ越した。この間、当初の取締役の 2人が辞

任した。代表取締役になった村上七三一が大口の出資者をさがしていたところ、三

藤の世話で鉄工所を経営する松本平蔵が株式を引きうけ専務取締役として経営陣に

図表6　今治無尽株式会社の概況

商　號 今治無盡株式會社

役　　員
取締役 村上七三一、鈴木六造、越智直三郎

営業所 今治市大字本町一三一
電　話 今治四六番

監査役 片桐 、原田光三郎
店舗数 出二

資本金 公稱�60, 000圓　拂込�21, 000圓 営業区域 今治市、松山市、越智郡、周桑郡
新居郡、温泉郡、伊豫郡、上浮穴郡

設　立 大正五年二月十日 経営無盡 折衷式

契　約　ノ　状　況

給付金契約高� 1, 166, 800圓 給付済高� 558, 700圓 當期入金高� 120, 165圓
掛金契約高� 1, 224, 319圓 掛金受入済高� 685, 476圓 當期給付高� 124, 700圓
組数� 90組 當期新契約高� 90, 000圓 済口受入未済高� 276, 142圓
口数� 2, 193口 當期滿期高� 不明 未済口受入済高� 484, 270圓

� 『全国無尽会社要覧（昭和７年末現在）』より作成
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加わることになった。

　七三一には強力な援軍となったが、大戦景気の恩恵もさほど受けず、かといって

戦後の不況の影響も心配するほどはなかった。今治無尽はたいした利益もあがら

ず、町の隅でほそぼそと庶民金融の灯をともしつづけた。

　海に生きる

　今治は瀬戸内海へぐっとつきでた高縄半島の東部にある。

　半島の先端は大阪と福岡という東西の経済圏のほぼ中央に位置し、先端から北の

海は、来
くる

島
しま

海峡をはさんで芸予諸島が対岸の竹原までつらなっている。先端の地名

は波
なみ

方
かた

という。ここは海峡の潮流がうずまく海の難所に面しているが、東部の今治

へつづく海岸線の途中に、刃物でえぐりとったような狭く深い入り江がある。波静

かなこの入り江は、波
は

止
し

浜
はま

の筥
はこ

潟
がた

湾とよばれる天然の良港である。

　波方も波止浜もまことに言い得て妙で、ともに昔から海の街道の要衝としての役

割を果たしていた。筥潟湾の出口に浮かぶ周囲 1キロほどの来島には、室町時代か

ら戦国の世まで水軍の居城があった。半農半漁で暮らす村民たちは海運にものりだ

し、水軍時代からの操船と船造りの腕を子や孫につたえ、地場産業へと育てあげて

きた。

　戦国の時代が去ったあと、海運の需要が高まったのは江戸時代の天和 3（1683）

年、波方村の長
は

谷
せ

部
べ

九
きゅう

兵
べ

衛
え

が波止浜の湾内に入
いり

浜
はま

式
しき

塩田をひらいたことに始ま

る。この波止浜塩田は 33 軒の広さをもつ立派なもので、本式の塩田をもたなかっ

波止浜の塩田組合事務所と帆船
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た松山藩は、波止浜の町づくりにも積極的に

のりだすことになる。

　波止浜港に数多くの船が出入りするように

なると、波方村の若者たちの多くは船乗りに

なった。また半島の海岸部の砂を「入れ替え

砂」として塩田に搬入するための「入
いれ

替
かえ

船
せん

」

が必要となり、村でこれを所有する船主もで

てきた。さらに村の有力者のなかには隣村の

菊間の瓦の原料となる土を運搬する「ドロ船」や、瓦を窯で焼いたときにできる

炭
す

灰
ばい

を練炭の原料として他の地方へ回漕する「炭灰船」、さらに燃料の石炭を運ぶ

「石炭船」の船主となる者もあらわれた。明治のはじめには、これらの船は大小あ

わせて数十隻はいたといわれ、大半は波止浜、波方、そして今治の造船所でつくら

れていた。また明治 13 年、愛媛県内の 1,000 石以上の帆船は 13 隻だったが、その

うちの 8隻は波止浜在住者が所有していた。

　海運業にとって港湾の整備は重要である。

　波方で海運業を生業とする船主たちが話し合い、港に 125 メートルの長さの防波

堤を完成させたのは、明治 29 年 12 月のことである。建設費の 2,190 円は村民の寄

付だけでは足りず、役場と資産家から多額の借り入れをした。この借金を返済する

ために翌 30 年 3 月、36 名の船主たちが加入して「波方廻船組合」がつくられた。

船の種類に応じた積立金と、「波
は

止
と

金
きん

」と称される防波堤建設資金が徴収され、借

金の返済後も組合は波止金を徴収しつづけた。大正 2年になると、防波堤の延長増

築工事の必要から、船主たちは廻船組合を改め、共済の目的の強い「波方帆船組

合」を創設した。加入した組合員は 311 名で、かれらの多くは木造帆船の一杯船主

だった。

　銀行は木造船自体に資産価値がないので、一杯船主を相手にしなかった。海難事

故が多く、船主たちはいつも自己資金が不足し、船の修理や新造船をつくるための

資金調達にいつも難儀をしている。そこで帆船組合は「資金貸付制度」をつくり、

やる気のある船主たちへ不足資金の一部を融通することになった。船主はまず親や

波止浜港の機帆船
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親戚から借用し、船舶組合からの貸付金を加え、さらに足りない分は自ら無尽講の

親元となり、講員をつのって資金を集めた。

　波方の場合、すでに以前から村人の間で無尽講がおこなわれていたが、これには

「助け合い無尽」と「普通無尽」の 2種類があった。前者は船が思いがけない事故

で多額の修理費や新造船の資金が必要になったときに、船主を支援する目的でつく

られる無尽講で、組合が世話役になった。この講は 70 人から 100 人ほどの村人が

参加する月掛けの大規模なもので、救済される親元だけは返済が無利子で優遇され

た。しかし講に親元の名前がつくのでいつも肩身がせまく、船主は満講になるまで

引け目を甘んじなければならなかった。後者のほうは貯蓄目的の無尽で、前者に対

して「親無し無尽」とよばれ、掛金は高額であったが、不慮の事態にそなえて多く

の村民がはいっていた。

　行政に頼らず、自分たちの力で防波堤をつくり港湾を整備する。同時に工事費を

返済するために組合を組織し団結する。そして組合員相互の扶助を目的とした無尽

講をいとなみ、組合員が船をつくるときや、不慮の災厄に伴う出費をみんなで支援

しあう。こうした独立自尊の気概と自発的に結成された船舶組合、それに波方村独

自の無尽講は、海に生きる波方村の海運業を発展させた大きな要因である。

　ところで、波方では 2種類の無尽講が金融の役割をになっていたが、助け合い無

尽のほうは、やがてその役目を無尽会社にとってかわられることになる。

　日中戦争がはじまったころから、地元の今治無尽と東予無尽の今治支店の外交員

が波止浜や波方の船主のもとをひんぱんに訪れるようになった。今治無尽は資金力

波止浜塩田の採鹹（さいかん）風景
（昭和初期）
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や営業力に難があって加入する者がかぎられていたが、東予無尽では支店長の村上

潔が豊富な資金量をもとに船主の勧誘に積極的だった。無尽業とはいえ、村上は今

治の金融界では信用があり一目置かれている。実家の村上鉄工所が機帆船の舵の製

造元なので、海運関係者との人脈も深い。その村上が波方の一杯船主たちに、東予

無尽の今治支店が講の親元になり、加入者は必要なときに落札して資金を手に入れ

る方法の無尽を提案した。信用を担保にした事実上の無尽掛金の融資である。これ

だと無尽の親元という不名誉からのがれて、一杯船主たちはいつでも容易に資金を

入手することができる。機帆船に切り替えたものの、木造なので銀行からの融資が

受けられない船主の間で、村上の提案は好評だった。波方や波止浜で定期的に開く

無尽の会場は、落札しようと集まってくる船主たちの熱気がたちこめるようになっ

た。波方の船主にたいする無尽会社の融資はこのようにしてはじまった。

　町のへそくり

　医師の三藤に頼まれて今治無尽に出資し、専務取締役になった松本平蔵は三藤

医院と同じ米屋通りにある鉄工所の経営者である。明治 5年に広島県蘆
あ

品
しな

郡（現

在の福山市）で生まれた平蔵少年は、中学 1年のときに家産がかたむいたため、学

業を中断し郡内の鋳造所で働いた。そして悔しさをバネに人一倍働き、仕事を覚

えて 23 歳の若さで独立した。平蔵は鋳造業をつづけながら工作機械の製作も手が

け、機
はた

織
おり

機の部品をつくるようになった。製品に自信をもつようになった平蔵は明

治 32 年、紡績業で栄える今治へわたり鉄工所を開いた。事業は今治の発展ととも

に順調に拡大し、顧客は大阪や東京にまでひろがった。平蔵が今治無尽の専務にか

つがれたのは大正 7年の春のことである。この頃、かれの鉄工所は県下一の大きさ

で、建坪 300 坪の工場に 210 名の工員が働いていた。

　この年、欧州を舞台にした大戦のおかげで、日本は好景気と「成金ブーム」で

あったが、その一方で資本制社会のかかえる矛盾は深まっていた。社会主義思想が

労働者の間に浸透し、都市部では大規模な労働争議がたびたびおこるようになっ

た。7月に富山で発生した米騒動は四国にも波及し、8月 9日の昼、愛媛で初めて

の米騒動が今治であった。米の積み出しを阻止しようと今治港に集まった数十名の
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漁民たちを、警戒していた警察官が説得して事態はいった

ん終息した。ところがかれらは夜になると再び集結し、海

岸通りにある米店に押し入ろうとしたのである。事前に不

穏な動きを察していた警察によって解散させられたが、物

価が騰貴し、生活苦にあえぐ一般大衆の不満はおさまりそ

うになかった。3日後の 12 日、神戸で鈴木商店が焼き討

ちされると、米騒動は愛媛でも郡中、松山、宇和島へと飛

び火した。

　このような情勢は、工業都市の労働者たちをつきうごか

し、愛媛で最初の労働争議が今治でおこった。

　 10 月 2 日、正午前に松本鉄工所で停電が発生し、工作機械がとまった。すると

これを機に、工員たちがばらばらと職場をはなれ、天保山の吹揚公園へ集まってき

た。その数は 62 名。かれらは集会をひらいて 4名の交渉委員を選び、会社側に 3

割の賃上げを要求することにした。そして受け入れられない場合は、同盟罷業をお

こなうことを宣言した。実施されれば県下で初めてのストライキとなる。

　この日、平蔵は九州の博多へ出張中で工場にはいなかった。

　東京の会社へ引き渡すことになっていた紡績機械の納品期日がせまっていた。工

場長は電報で松本社長の指示を仰いだ。平蔵はふだんから労働者の待遇改善には気

を配っており、松本鉄工所は鉄工業界において労務管理の模範となっている優良会

社である。それでも平蔵は、物価が高くなっている時節柄、工員たちの要求はむし

ろ当然である、と思った。しかしひとつ気に入らないのは、納期のせまった紡績機

械を人質にして、かれらが要求を通そうとしていることだった。平蔵は工場長に、

東京に電話をいれ、紡績会社に納期をのばしてもらうようにお願いをし、同盟罷業

をしようとしている工員たちとの話し合いには応じても、慰
い

撫
ぶ

しないように命じた。

　翌日から 51 名の工員が罷業に参加したため、鉄工所の操業に支障は生じたが、

さいわいに東京の会社が納期の延期を承諾したので、会社としては当面の問題は先

送りされた。平蔵は 2割 7分の賃上げに応じてもよい、と工場長へ伝え、自らは予

定していた満州と朝鮮方面への視察へ福岡から旅だっていった。今治へ帰ってきた

松本平蔵
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のは 15 日である。この間、工員側の交渉委員と会社はたびたび話し合い、8日に

会社は平蔵の示した賃上げ幅を提示したが、委員は受け入れず、交渉は決裂し、ス

トライキの参加者は馘
かく

首
しゅ

された。会社にもどった平蔵は、これまでの経緯について

説明を求め、

　「働くところがなくなり、困っておる者はおらんのか」

　と馘首した工員たちの身の上を案じ、復職を希望する者がおれば、応じるように

命じた。その結果、52 名の解雇者のなかで、27 名は無条件で復職することになっ

た。また残りの者についても、条件をつけて順次、再雇用することにした。

　愛媛で初めての同盟罷業は、地元紙でもたびたび取り上げられ、関心が高まって

いた。事態がおさまると、鉄工所の社長室に今治無尽の村上七三一が顔をだした。

すすめられたイスに細い腰を落とすと言った。

　「どうなることかと、心配しとりました」

　「まあ、麻
はしか

疹みたいなもんですよ」

　と平蔵はなんでもないことのように応えた。

　米騒動にしろ、神戸や大阪でたびたびおこる労働争議にしても、心ない新聞が執

拗に煽
あお

るような記事を書きながすだけで、当事者意識がまるでないことは誠に困っ

たことだ、と平蔵は新聞の報道姿勢を苦々しく思っていた。このように無責任な報

道はやがて国体をも危うくする。問題の本質をしっかりつかめば、解決の道はみつ

かる。経営者がつねに従業員の生活をしっかり把握し、思いやりや助け合いの心で

従業員の声に耳をかたむけておれば、対立などおきる筈はない、と平蔵は考えてい

る。これは無尽講の精神と同じである。

　「麻疹といえば社長、松山の五十二銀行も増給運動をはじめた、と新聞に出とり

ましたわな」

　と七三一は不安そうな表情を浮かべた。

　五十二銀行では、本店、支店、出張所をあわせて 160 名の行員が一致結束して石

原頭取に棒給値上げを要求した、というニュースが数日前に報じられていた。

　「あそこなら、金はあるはずだが」

　と平蔵は七三一に同意をもとめた。銀行は大戦景気で儲けている。
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　「そのとおり。日銭にも困る無尽会社とは大違いです」

　「まあ、七三一さん。五十二が伊予の日銀と胸を張るのなら、従業員にもそれな

りのことをせんと、示しがつかんぞ」

　平蔵はやんわりと、しかし厳しい表情で五十二銀行を批判した。

　「ほんまですなぁ。みっともないことされたら困る」

　と七三一は追
つい

従
しょう

し、愛用の丸眼鏡をはずすと、ポケットからとりだした布でレ

ンズをふきながら、

　「うちの無尽は大丈夫かなぁ」

　と、つい本音をもらした。思ったような利益がでないので、外務員をいれて 15

名ほどの従業員がいるが、賃金は町内の店員よりも低い。

　「村上さん、社長はどんとかまえておらんといかんぞな。心配はいらん。何かあ

ればいつでも力を貸します。まあアンタ、今治無尽はこの町のへそくりみたいなも

んだ。銀行にくらべれば、そりゃ小粒だが存在感はある。大きくならんでもええ

が、大事にせんといかん。わしが元気なうちは七三一さん、応援します」

　と平蔵は七三一を叱咤し、支援を約束した。

　約束通り平蔵は今治無尽の経営の面倒を見ていたが、昭和恐慌にともなう機械・

鉄工産業の沈滞は、松本鉄工所にも深刻な影響を与えた。平蔵は昭和 7年に今治無

尽の経営から手をひかざるをえなくなった。さいわいにも今治無尽のほうはなんと

か持ちこたえ、営業はつづけられた。七三一は大戦景気のときに不動産売買の会社

今治無尽のあった現在の本町通り
（通りに面してあわびやの向かい
にあった）
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を立ち上げていたので、不況下でも貯えた資産を売却して苦境をのりきることがで

きた。しかし大株主が去った今治無尽は、4年後の昭和 12 年から経営がふるわな

くなり、経理操作でなんとか利益を計上するという状況においこまれてしまった。

5社合併前の昭和 17 年上半期の利益は 358 円という状況で、5社全体が 6万 5,484

円であるから、その 1％にもみたない有様であった。まさに平蔵がいみじくもいっ

た「町のへそくり」になりさがっていたのである。合併後、今治無尽の建物は閉鎖

され、東予無尽の稼ぎ頭だった常盤町の今治支店が、愛媛無尽の今治支店となった。
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コラム
今治無尽の設立年月日について

　当行の創立 50 年史『ふるさととともに』の 515 頁に、「愛媛銀行のおいたち」のタイトルで、
愛媛無尽の前身である 5つの無尽会社の設立年月日が記されている。これによると最初に設立
されたのは今治無尽で、「大正 4年 2月 14 日設立」となっている。そこで当行の始原は今治無
尽ということになる。
　重要なことなので、会社の登記謄本で確認しようとしたが、今治空襲で謄本は焼失してお
り、謄本での確認はできないことがわかった。50 年史に記された設立年月日の根拠は、おそ
らく当行のディスクロージャー誌であろうと推察し、年をさかのぼって調べてみた。89 年度
（平成元年 11 月発行）から一貫して、ディスクロージャー誌の「当行のあゆみ」のなかには、
「今治無尽、大正 4年 2月 14 日設立」とある。大正 4年 9月 16 日の設立の東予無尽蓄積（株）
よりも、さかのぼること 7か月前に今治無尽は設立されている。ディスクロージャー誌の記載
が確かであれば、当行の創業百周年は平成 27 年 2 月 14 日ということになる。
　それではディスクロージャー誌は何を根拠としたのか、さっぱりわからず気分が晴れないで
いたところ、社長室調査役の辻田多郎氏が昭和 50 年 2 月 7 日に日銀松山支店営業課に提出し
た当行の沿革に関する報告書がみつかった。そこには 5つの無尽会社の設立年月日が記され、
今治無尽がもっとも古く「大 4.2.14」となっていた。どうやらこの報告書が今治無尽設立年月
日の根拠となった、と推察したが、しかし謄本がないので正誤は確かめようがない。何が根拠
で大正 4年 2月 14 日なのか。今治へでかけ郷土史家や図書司書のみなさんに協力をお願いし
て調査をした。
　すると以下 5点の図書に今治無尽の設立年月日に関する記述がみつかった。

１　『越智郡々勢誌』　大正五年八月十日発行
　　御大典記念越智郡々勢誌発行所（今治町大字今治村）
　　今治無盡株式会社　　大正五、二　　資本金 60.000
２　『昭和３年度　全国無尽会社要覧』　昭和四年四月九日発行
　　社団法人　全国無盡集曾所（東京市京橋区）
　　今治無盡株式会社　　大正五年二月十日　　資本金 60.000 圓
３　『伊予の事業と人物』　昭和九年一月五日発行
　　愛媛通信社、編集人　清野　静（東京市麹町區内幸町）
　　今治無盡株式会社　　設立大正五年
４　『今治市誌』　昭和十八年三月廿五日発行
　　今治市役所　編集兼発行人代表者　日浅繁一郎（今治市大字鳥生）
　　今治無盡株式会社　　大正五年二月　　資本金 60.000 円　
５　『新今治市誌』　昭和 49 年３月 31 日発行
　　今治市誌編さん委員会　今治無尽株式会社（本町４）　Ｔ５

　いずれも大正 5年であり、4年としている図書はなかった。
　さらにその後、設立年月日を特定できる決定的な根拠がみつかった。海南新聞に掲載された
以下の登記広告である。
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今治無尽の登記広告（海南新聞、大正 5年 3月 16 日付の記事）　○は不詳
　商号今治無尽株式会社本店越智郡今治町大字米屋町二百七十三番地、目的無尽業を営み貯蓄
を奨励し地方金融の発達を計るにあり。設立の年月日大正五年二月十日、資本の総額金六万
円、一株の金額金五十円、各株に付き払込みたる株金額金十二円五十銭、広告を為す方法所轄
裁判所が登記事項を公告する新聞紙の内を以ってす。取締役の氏名住所、越智郡今治町大字米
屋町二百八番地三藤猛、同所二百七十一番戸羽倉仙太郎、同所三番地山田鬼一、同郡日吉村大
字別宮二十五番地第二小林鶴松、同郡下朝倉村大字朝倉南○五十七番戸山本逸八、監査役の氏
名住所越智郡今治町大字米屋町三百七十七番戸喜田川国助、同町大字今治村甲五百○十九番地
谷口亀治次郎、存立時期設立登記の日より向う五十箇年
　右大正五年三月十一日登記
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　今治区裁判所

　その後、今治無尽があった場所がわかる大正時代の今治市街図が入手できた。写真にある
「あわびや」は現在も営業しており、餅がおいしい（ｐ.44）。なお取締役筆頭の三藤猛は内科
医で、今治無尽のある通りから一区画北通りの米屋町に医院がある。また同じ通りの西に今治
無尽の大口の出資者だった松本鉄工所がある（ｐ.36）。


