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978-4-561-45177-8 C3034 A5判横組 320p 3300円＋税（予価） 
 

９月中旬 
配本予定 

初ご案内 

［ブランド/消
費者行動］ 

共感ブランド 

978-4-561-66210-5 C3063 A5判横組 200p 2000円＋税（予価） 

金森剛（相模女子大学教授）著 

初ご案内 

８月末 
配本予定 

コミュニティ、口コミに関する実証調査をもとに、消費者がブランドを
経験することを通して共感が生じ、差別化につながるメカニズムを
提示。 
本書では、従来の「不安型口コミ」でなく、「共感型口コミ」に着目
し、この生成が共感ブランディングにつながるとして、消費者参加の
価値共創を提案している。 

これまでの内部統制・内部監査関連の書籍は大規模企業を前提
にしているものがほとんどであった。 
本書は、中堅・中小規模の組織、すなわち株式会社に限らず、農
協や漁協、生協などの協同組合や他の法人形態も考慮し、その規
模ならではの特徴を踏まえ、効率的な内部監査の方法を教授する。 

コミュニティや口コミの活用を通し、莫大な広告費用
をかけずに永続的競争優位を確立する「共感ブラン
ド」を育てる方法を探究 

消費者行動論に基づく実証的なブランド論を展開 

中堅・中小組織の内部監査（仮） 
近江正幸（日本工業大学大学院技術経営研究科教授）・ 
中里拓哉（公認会計士）著 

事例も盛り込み、機能する仕組みとプロセスを解説 

［内部
監査］ 

中堅・中小規模の内部監査担当者や経営者におすすめ
の教科書。某協同組合での採用が内定！ 

平積推奨 
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品薄状態から回復！ 注目の重版！ 

組織文化とリーダーシップ 2刷  
978-4-561-23561-3 

本体4000円 

食品スーパーの店舗オペレーション・システム 2刷 
競争力構築のメカニズム 

978-4-561-66206-8 

本体3800円 
食品スーパーの競争優位を支える店舗運営を追究した、
類書のない一冊！ 
スーパー本部などでのまとめ買いがあり、また、流通研
究者にもご好評いただいています！ 

昨年９月、日経本紙「経営書を読む」で、 「組織文化
論の古典的名著」として４回に渡り取り上げられるなど、
内容には定評があります！ 

［物流］ みんなの知らないロジスティクス（仮） 

978-4-561-71203-9 C3063 四六判縦組 200p 1600円＋税（予価） 

苦瀬博仁（流通科学大学教授）・岡村真理（ライター）著 

８月末 
配本予定 

６月号でご案内 

既紹介の期待の新刊、ご注文済みか、ご確認を！ 

［自動車産業/
製品開発］ 

トヨタの製品開発（仮） 

978-4-561-52089-4 C3034 四六判縦組 280p 2315円＋税（予価） 

安達瑛二（豊田工業大学名誉教授）著 

８月末 
配本予定 

７月号でご案内 

［各国経営］ タイガー経営（仮） 

978-4-561-25640-3 C3034 四六判縦組 250p 2500円＋税（予価） 

マルティン・ヘンマート（高麗大学ビジネススクール）著 
林廣茂（同志社大学大学院アカデミック・アドバイザー）・ 
長谷川治清（元同志社大学教授）監訳 

８月末 
配本予定 

７月号でご案内 

韓国企業のグローバル競争力 

競走馬の国際輸送や年賀状配送などの舞台裏を描きな
がら、その驚くべき仕組をわかりやすく解説、雑学書
のように読めます！ 

トヨタ式ブランドマネジャー制度の下で、マークⅡを
成功させトヨタの飛躍に貢献した技術者たち。工夫と
熱意の語り継ぎたい記録！ 

韓国企業の世界市場における強さの秘密をドイツ人経
営学者が体系的に剔出！ 
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ご案内済みアイテムの配本予定（７・15時点） 

６月～７月中旬の配本済み・刊行リスト 
財務会計の現状と展望  978-4-561-36207-4 3500円＋税 
地域ファミリー企業におけるビジネスシステムの形成と発展  978-4-561-26639-6 3000円＋税 
ホスピタリティマネジメント活私利他の理論と実践事例  978-4-561-25641-0 2500円＋税 

【ツイッター、始めました！】 

２月末より、ツイッターを始めています。 
https://twitter.com/hakutoshobo 
配本情報や、パブリシティ・広告情報など、書店様にお役に立つ
情報を中心に発信する予定です。 
よろしければ、フォローをお願います。 
なお、弊社ではフェイスブックページも運用しています。 
https://www.facebook.com/HakutouShobo 
こちらはどちらかと言うと、ツイッターよりも読者を意識した情報発信
をしていくつもりですが、経営学についてご関心のある書店様には
お役に立つと思います。よろしければ、こちらにも、いいね！をお
願いします。 

６～７月の主な重版出来 

【書店様へ】新版刊行！ 旧版在庫ご確認ください 
財務会計第４版 

平野秀輔著 
Ａ５判、3300円＋税 
978-4-561-35206-8 
C3034 2014年刊 

会計学・簿記入門 
第12版 

新田忠誓他著 
Ａ５判、2800円＋税 
978-4-561-35205-1 
C3034 2014年刊 

マネジャーの仕事 978-4-561-24218-5 2500円 13刷 
仕事の経営学 978-4-561-25593-2 2600円 ２刷 
行為の経営学 978-4-561-15126-5 3300円 ８刷 
グローバル・ニッチトップ企業論 978-4-561-26629-7 2750円 ４刷 

中国とベトナムのイノベー
ションシステム 第２版 

税所哲郎著 
Ａ５判、3300円＋税 
978-4-561-25637-3 
C3034 2014年刊 

【次号以降の配本・刊行見込み】 

日本人とCSR  978-4-561-26513-9 4200円＋税（予価） 
みんなの知らないロジスティクス（仮）  978-4-561-71203-9 1600円＋税（予価） 
経営学への招待 新装版  978-4-561-15182-1 2600円＋税 
情報通信の規制と競争政策  978-4-561-96131-4 6000円＋税 
トヨタの製品開発（仮）  978-4-561-52089-4 2315円＋税 
タイガー経営（仮）  978-4-561-25640-3 2500円＋税 
意味解釈のマーケティング（仮）  978-4-561-66209-9 4200円＋税 
非上場株式に関する相続税・贈与税の問題点（仮）  978-4-561-46175-3 3000円＋税 
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②現代日本のものづく
り戦略 
革新的企業のイノベーション 

土屋・原・竹村編 
Ａ５判、260p、2800円＋税 
978-4-561-26577-1 
C3034 2011年刊 
【平成24年度中小企業研究奨
励賞 経営部門 準賞受賞】 
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④創造的中小企業の
存亡 
江島由裕編 
Ａ５判 260p、3700円＋税 
978-4-561-26626-6 
C3034 2014年刊 

別添注文書でご注文ください！ 

③贈与と売買の混在
する交換 
中小企業Ｍ＆Ａにおける経営者
の葛藤とその解消プロセス 

古瀬公博著 
Ａ５判 312p 4600円＋税 
978-4-561-26581-8 
C3034 2011年刊 
【平成25年度組織学会高宮賞
（著書部門）受賞】 
【平成24年度中小企業研究奨
励賞 経営部門 本賞受賞】 

 今年３月に刊行した①『グローバル・ニッチトップ企業
論』の売れ行きが好調で、先日４刷がかかりました。 
 「ニッチトップ企業」とは、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
りをする企業を指し、その中でも特にグローバルな展開を
行っている企業を「グローバル・ニッチトップ企業」とし
て、それらの特徴を明らかにしています。 
 今回は本書の内容に沿って中小企業論の本をご紹介して
いきます。 
 
 この本には様々な企業へのヒアリングやアンケート調査
から経営戦略論を踏まえ、ニッチトップ企業の実態がまと
めており、「グローバル・ニッチトップ企業100選」の選
定・発表などの経済産業省の施策につながっています。 
 本書は研究書ではありますが分かりやすく書かれており、
中小企業経営者や、銀行・コンサルティングなどで中小企
業支援業務をされている方の実務にも有用です。  
 
 日本の全企業中、中小企業が占める割合は99.2％と圧倒
的で、日本経済の再生にあたって中小企業の活性化が肝要
です。さらに、大企業がその規模の大きさなどからイノ
ベーション創出が難しくなっている中で、ニッチトップ企
業のような中小企業への期待は特に高まっています。 
 ②『現代日本のものづくり戦略』は、イノベーティブな
中小企業の実態を多角的に分析した上で、大企業がその事
業開発力を活用していくための戦略を示しており、平成24
年度中小企業研究奨励賞の経営部門準賞を受賞しました。 
 
 ニッチトップ企業の抱えるリスクとして、事業継承が難
しいという問題が指摘されています。 
 ③『贈与と売買の混在する交換』は、後継者問題の解決
策として考えられる中小企業のＭ＆Ａのあり方をテーマに
しています。 
 中小企業のオーナーは、会社への思い入れが強いことが
多く、企業の売買が難しくなっている一方、売却後にも以
前の持ち主の影響力が残りやすい点で、贈与の方が好まし
いケースがあり得ます。 
 このような中小企業Ｍ＆Ａの実態を、オーナー経営者や
仲介業者、買い手企業へのヒアリングを中心に調査を行い、
中小企業Ｍ＆Ａ普及へのシナリオを検討しています。 
 本書は平成25年度組織学会高宮賞（著書部門）と平成24
年度中小企業研究奨励賞経営部門本賞を受賞しています。  
 
  ④『創造的中小企業の存亡』も、①と同様、これまで
あまりなかった、企業の戦略やマネジメント、経営者の姿
勢などに注目した実証的・定量的な調査を行い、その結果
として、創造的中小企業における「企業家的な戦略志向性
（ＥＯ）」と、それが否応なく抱えるリスクをどう抑えこ
むかなどを検討しています。 
 
 その経営上のリスクを抑えこんでいく上で、内部監査は
有効な施策の一つであり、今月ご案内の⑤『中堅・中小組
織の内部監査（仮）』はテキストとして有用です。 

①グローバル・ニッチ
トップ企業論 
日本の明日を拓くものづくり中
小企業 

細谷 祐二著 
Ａ５判、228p 2750円＋税 
978-4-561-26629-7 
C3034 2014年刊 

⑤中堅・中小組織の内
部監査（仮） 
近江正幸・中里拓哉著 
Ａ５判 320p、3300円＋税 
978-4-561-45177-8 
C3034 2014年９月刊行予
定 

準
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中 


