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企業論（仮） 

［中小企業論］ 

中小・中堅企業でありながら、競争力の高い独自製品を有し、独立性の高いものづくりを
する企業を、「ニッチトップ型企業」と名付け、40の事例を基に、その特徴を抽出。 
アンケート調査により、グローバルな展開を行っているニッチトップ企業と国内中心の企業と
の差異も明らかに。 
2013年６月に閣議決定された 「日本再興戦略」で、「グローバルニッチトップ」について触
れられるなど、いま注目のテーマについて、その実態の把握、特徴の分析を通して、政策
的対応までを体系的に論じた。 

細谷祐二著 

初ご案内 

978-4-561-26629-7 C3034 A5判 224p 2800円＋税（予価） 

平積推奨 

２月下旬配本予定 

研究書ながら平易な記述！中小企業経営幹部、コンサ
ルタント・地域金融機関担当者、中小企業政策企画担
当者などにおすすめ 
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細谷氏は、独立行政法人経済産業研究所コ
ンサルティングフェロー。また、経済産業
省地域経済産業グループ地域政策研究官 

目次（案） 
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序章 
第一部 代表的ニッチトップ型企業にみられる共
通点─インタビュー調査より 

第１章 製品開発パターン 
第２章 競争優位を保持し他社の模倣等を防ぐ方
法 

第３章 輸出を中心に自然体で進む海外市場へ
の浸透 

第４章 ニッチトップ型企業ならではの課題やリスク
の解決 

第５章 ニッチトップ型企業ならではの課題やリスク
の解決 

第二部 優れたニッチトップ型企業とその他の企業
の本質的な差─アンケート調査より 

第６章 アンケート調査でみるニッチトップ型企業と
その基本的な特徴 

第７章 ニッチトップ型企業内の企業類型間での
特徴の比較 

第８章 グローバル・ニッチトップ企業と揃い踏み企
業等との本質的な差 

第三部 グローバル・ニッチトップ企業をめぐる政策
課題に関する考察 

第９章 独自の発展を遂げたニッチトップ企業─歴
史的考察 

第10章 グローバルニッチトップ企業、成功の秘密
─必要とされる政策 

終章 ニッチトップ型企業という日本の希望 
 
おわりに 
 

グローバルニッチトップ 
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ご案内済みアイテムの配本予定（1・15時点） 

組織セラピー 978-4-561-26608-2 1905円＋税 
【刊行延期書籍】 

【次号までの配本見込み】 

【次号以降の配本見込み】 

台湾エレクトロニクス産業のものづくり  978-4-561-26621-1 4700円＋税 
アライアンスマネジメント  978-4-561-22625-3 2500円＋税（予価） 

［物流］ ロジスティクス概論 

978-4-561-75200-4 C3063 A5判 230p 2800円＋税（予価） 

発生地点から到着地点までモノをつなぐ流れであるロジスティクスについて、理系，文系
を問わず，その基本を押さえたテキスト。ロジスティクスを学ぶ初学者へ。 

［CSR・人
事研修］ 

ケースメソッドによる経営倫理・CSR研修の実践 

978-4-561-24630-5 C3034 A5判 200p 2500円＋税（予価） 

特に企業倫理・コンプライアンスなどの企業研修は座学では聞き流すだけになりがちであ
る。本書では参加者間の話し合いにより、学びを確実に身につけることができるケースメ
ソッドによる研修方法を、具体的なケースシナリオと合わせ紹介。 

［中小企業論］ 創造的中小企業の存亡 

978-4-561-26626-6 C3034 A5判 272p 3700円＋税（予価） 

江島由裕著（大阪経済大学経営学部教授） 

 大学教科書を意識し制作。概要を把握したい実務者にも 

２月下旬配本予定 

従来の概念で捉えにくい特徴を示す、独自の技術や高い市場占有率を持つ中小企業
の経営実態を明らかに。 

交渉のメソッド  978-4-561-23628-3 2800円＋税 

生存要因の実証分析 

基礎から学ぶシステムと経営 

苦瀬博仁編著（東京海洋大学大学院教授） 

２月末配本予定 

 CSRの企業研修担当者向けの貴重な実務書 

岡部幸徳著（金沢工業大学准教授） 

大阪経済大学研究叢書 

 大規模な定量的調査を含む高度な研究書 

２月末配本予定 
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【ロングセラー化確実の新刊・近刊】 

［人事・キャリア］ 

978-4-561-26565-8 C3034 A5判 320p 3800円＋税 

日本のキャリア研究 組織人のキャリア・ダイナミクス 
専門技能とキャリア・デザイン 

978-4-561-26566-5 C3034 A5判 288p 3500円＋税 

金井壽宏一門で執筆した日本のキャリア研
究の金字塔！ 編著の鈴木竜太神戸大教
授が昨年の日経賞受賞！ 

［経営組織・人
事・キャリア］ 

組織論レビューⅠ・Ⅱ 

Ⅰ978-4-561-26616-7 C3034 A5判 256p 3000円＋税 
Ⅱ978-4-561-26617-4 C3034 A5判 248p 3000円＋税 

キャリア・スタッフ・経営組織の論文執筆・
テーマ探索に欠かせない２冊！ ビジネス実
務にも興味深い示唆を含む。  

978-4-561-23561-3 C3034 A5判 516p 4000円＋税 

エドガー・H・シャイン著 

日経朝刊キャリアアップ面「経営書を読む」で「組織文化論
の古典的名著」との評！ 
経営学・経営組織の棚のある書店さんに特におすすめの、
この分野の基本書。 

組織文化とリーダーシップ ［経営学・経営組織］ 

I 組織とスタッフのダイナミズム 
II 外部環境と経営組織 

重版出来 

重版中 

［提携/M&A/ 
イノベーション］ 

アライアンスマネジメント 

978-4-561-22625-3 C3034 A5判 216p 2800円＋税（予価） 

元橋一之編著（東京大学大学院教授） 

ご案内済み近刊 

米の業界団体が監修した提携管理の方法論に基づく、客観性・網羅性が
高い記述。オープンイノベーション実現のマニュアル！ 

２月下旬配本予定 
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 今後、大幅な人口減少が見込まれる中で、アベノ
ミクスの成長戦略の中核として女性の活用が取り上
げられました。また、経済のグローバル化に伴い、
職場が海外になる可能性も高まるのはもちろん、日
本の国内だったとしても外国人と働くことが増える
でしょう。そこで、今回はダイバーシティを取り上
げます。 
 

 まず、多様な人材を抱えると企業業績を下げてし
まうのではないかという懸念があります。これに対
し①『ダイバシティ・マネジメント』では、一定の
条件があれば、多様な人材がかえって組織のパ
フォーマンスを高めることが示されています。 
 このように、今日では、ダイバーシティは義務と
しての取り組みというより、企業業績を高めるため
に必要なこととして認識され取り組まれるように
なってきました。 
 この本は、10年近く前に出版された高度な研究書
ではありますが、経営層や人事担当者にも読まれ、
引き続きロングセラーとなっています。 
 

 ②『異文化経営の世界』は、より実務者を意識し
て、異質で多様な人材、文化を積極的に取り入れる
際の課題について、理論と事例からアプローチして
います。異文化経営にまつわるさまざまなトピック
を包括的に取り上げ、また、事例では、日本企業の
事例だけでなく、イスラム圏での経営や、古くから
コスモポリタン的な国であったオランダのケースが
紹介されています。 
 

 新興国の発展に伴い、異文化スタッフの活用は、
ますます重要になってきています。③『異文化間の
グローバル人材戦略』は、それに伴う多様なジレン
マの克服に向け、グローバル人材の育成方法や人事
制度を提案し、ロードマップを示しています。豊富
なケーススタディには日本の事例も多く、さらに図
解も多数掲載されているので、現場での活用がしや
すくなっています。 
 

 これまでご紹介してきた本は経営側から見た多様
性でした。④『キャリア・イノベーション』は、さ
まざまなパーソナルな事情を持つ働き手に対応して
いくことが、従業員のコミットメントを高め、生産
性が上げることにつながるとしています。エピソー
ドが複数掲載され、実感を持って読みやすくなって
います。 

①ダイバシティ・マネジメン
ト  
谷口真美著 
Ａ５判、474p、4700円＋税 
978-4-561-23441-8 
C3034 2005年刊 
【経営行動科学学会2006
年度「優秀研究賞」受賞】 

12～１月の主な重版 
日本のキャリア研究 組織人のキャリア・ダイナミクス 978-4-561-26565-8 3800円 ２刷 
日本のキャリア研究 技能とキャリア・デザイン 978-4-561-26566-5 3500円 ２刷 
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③異文化間のグローバル
人材戦略 
F.トロンペナールス・C.H.ター
ナー著、古屋著・監訳 
Ａ５判 360p、3600円＋税 
978-4-561-24609-1 
C3334 2013年刊 

別添注文書でご注文ください！ 

②異文化経営の世界 
馬越恵美子・桑名義晴編
著、異文化経営学会編著 
Ａ５判、328p、3300円＋税 
978-4-561-26532-0 
C3034 2010年刊 

④キャリア・イノベーション 
第2版 
L.ベイリン著、三善勝代訳 
四六判 298p 3000円＋税 
978-4-561-55079-2 
C3034 2011年刊 


