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978-4-561-36209-8 C3034 B5判 620p 6000円＋税（予価） 

３月末 
配本予定 

初ご案内 

版を重ね読者に定評のある実務書の、直近の「国立大学法人会計基準」
の改訂に伴う新版。 
この第７版では、産業競争力強化法の制定に合わせ、国立大学法人等が
特定研究成果活用支援事業への出資が行えるようになったことに対応し、
「出資事業」の章が新たに加えられている。 

よくわかる国立大学法人会計基準 

新日本有限責任監査法人 編 

［大学法人会計］ 平積推奨 

［会計学
（英文）］ 

Earnings Quality and Earnings Management（仮） 

978-4-561-36210-6 C3034 A5判 276p 3600円＋税（予価） 

中島 真澄（千葉商科大学大学院教授）編著 

３月末 
配本予定 

J-SOXの導入により、上場企業は財務報告における内部統制の評価と報告
が義務化された。それに伴い、「利益の質」は改善され、「利益調整」の余地
は減っているのか、また、内部統制システム導入の効果や財務報告の改善
の度合を実証的に検証。 

初ご案内 

［国際会計］ 国際会計論（仮） 

978-4-561-35208-2 C3034 A5判 208p 2500円＋税（予価） 

森川 八洲男（明治大学名誉教授）著 

３月末 
配本予定 

国際会計についての基本的な議論をまとめた教科書。 
各国の企業会計制度を比較した後、会計基準・会計慣行のコンバージェンス
について説明。また、会計基準を設定する際の準拠枠となる概念フレームワー
クの比較検討を行っている。 

初ご案内 

第７版 

 
 

第1章 国立大学法人等の会計制度 
第2章 国立大学法人会計基準 
第3章 企業会計の基礎概念 
第4章 会計業務と財務管理 
第5章 貸借対照表 
第6章 損益計算書 
第7章 出資事業 

第8章 国立大学法人等の固定資産会計 
第8章 キャッシュ・フロー計算書 
第9章 その他の開示書類等 
第10章 国立大学附属病院会計 
第11章 外貨建取引の会計処理 
第12章 移行時の会計処理 
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［中国事情/ 
 ものづくり］ 

中国製造業の基盤形成（仮） 

978-4-561-26649-5 C3334 A5判 300p 3500円＋税（予価） 

李瑞雪（法政大学教授）、天野倫文（元東京大学大学院教授）、 
金容度（法政大学教授）、行本勢基（神奈川大学准教授）共著 

２月末 
配本予定 

金型産業は関連する製造業の裾野が極めて広く、製造業の基盤である。 
本書は、中国経済の成長要因・限界要因を把握するため、その地域間多様
性も考慮しながらこの産業の発展プロセスを、さまざまな視点で観察。中国経
済発展のメカニズム理解の一助となる研究。 

初ご案内 

978-4-561-66212-9 C3063 A5判 278p 3500円＋税（予価） 

３月末 
配本予定 

初ご案内 

昨今、製造業のサービス業化が進んだり、モノを売るのではなくコトを売らなくて
はいけない、などと言われている。さらに、顧客との関係性（リレーション）の強
化も求められている。 
これを受け、マーケティング理論でも、モノの販売にフォーカスした理論ではなく、
サービス・マーケティングやリレーションシップ・マーケティングが注目されてきてい
る。とりわけノルディック（北欧）学派の理論では、この2つを統合して扱うことがで
き、注目が高まっている。 
その学派の第一人者であるグルンルースの論文集である本書は、ミネルヴァ
書房で一昨年に刊行された『北欧型サービス志向のマネジメント』に続く邦訳
で、研究書ではあるが話題のテーマを取り上げており、研究者のみならず広く
マーケターの関心を呼ぶことが期待されている。 

サービス・ロジックによる現代マーケティ
ング理論（仮） 
クリスチャン・グルンルース（ヘルシンキ・ハンケン経済大学教授）著 
蒲生 智哉（目白大学専任講師）訳 

フィンランドの学者でありながらマーケティングのレジェンドに選
ばれた著者の、今まさに必要とされる思想をまとめた 

［サービス・マーケティング/ 
リレーションシップ・マーケティング］ 

平積推奨 

序章   I Did It My Way：自分の信じるままに  
第1章 マーケティング：原理の転換期 

 
第１部 サービス・マーケティング 
第2章 サービス材のマーケティングに対するサービ

ス志向的アプローチ 
第3章 適用されるサービス・マーケティング理論 
第4章 サービス品質モデルとそのマーケティングへ

のインプリケーション 
第5章 サービス財のマーケティング：失われた生産

物の事例 

 
第Ⅱ部 リレーションシップ・マーケティング 
第6章 サービスのコンテクストにおけるマーケティ

ングへの関係性アプローチ：マーケティング
と組織行動の接点 

第7章 マーケティングはどこへ向かうのか？ リレー
ションシップ・マーケティングへのパラダイ
ムシフト 

第8章 リレーションシップ・マーケティング：組織
の課題 

 

第Ⅲ部 マーケティングのための新しい論理 
第10章 マーケティングへのサービス・ロジックの適

用 

 

消費プロセスにおける価値共創へのノルディック学派
アプローチ 
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【エドガー・シャイン ポータルサイト運用中！】 
 先回、2014年12月号の「ロングセラーの深層」でご紹介した「エドガー・シャイン ポータルサイト」
（http://www.edgarschein.jp/）を、英治出版様の『問いかける技術』が発売された昨年11月27日に
オープンしました。 
 サイトには、『経営戦略全史』などのベストセラーを出されている三谷宏治氏の、シャインについての
インタビューなどを掲載し、オープン直後は、フェースブックやツイッターなどで大きな話題となりました。 
 サイトにコンテンツを継続的に投入していく予定で、この後も口コミで大きく広がることもあると思いま
す。引き続き、ご注目ください！ 

トップページ 
三谷宏治氏インタビュー 
ビジネススクール教授が語るエドガー・シャイン 

http://www.edgarschein.jp/ 

ご案内済みアイテムの配本スケジュール（2・15時点） 

ライセンス・ビジネス戦略  978-4-561-24651-0 3000円＋税 
ハイテククラスターの形成とローカル・イニシアテティブ  978-4-561-20653-8 5000円＋税（予価） 

【次号までの配本・刊行見込み】 

【配本済】 
意味解釈のマーケティング  978-4-561-66209-9 4200円＋税 
組織・心理テスティングの科学  978-4-561-26648-8 7400円＋税 
静脈産業とマテリアルフローコスト会計  978-4-561-46176-0 3300円＋税 

【次号以降の刊行見込み】 
電力システム改革（仮）  978-4-561-86049-5 2700円＋税（予価） 
みんなの知らないロジスティクスのしくみ  978-4-561-71203-9 1852円＋税（予価） 
灼熱のアジアへ（仮）  978-4-561-22654-3 2500円＋税（予価） 
SCMの構築（仮）  978-4-561-74204-3 3200円＋税（予価） 
大学生のための産業・組織心理学入門（仮）  978-4-561-25655-7 2500円＋税（予価） 
グローバルリーダーの育成（仮）  978-4-561-23643-6 2300円＋税（予価） 
中国の水資源と環境保全（仮）  978-4-561-96132-1 3200円＋税（予価） 

今月の広告 
月１定例の日本経済新聞の広告は、サンヤツを2/26（木）、日曜書評欄への書影付きを3/1
（日）に予定しています。 



【ロングセラーの深層－事例研究（ケーススタディ）】 

TEL:03-3836-4781 FAX:03-3836-9370 白桃書房 新刊図書ニュース 2015.3月号 

  

③企業革新の研究 
繊維産業の脱成熟化のプ
ロセス 

山路直人著 
Ａ５判、482p、5000円＋税 
978-4-561-26634-1 
2014年3月刊 
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別添注文書でご注文ください！  昨年刊行された『ブラックスワンの経営学』（日経
BP社）は経営学における事例研究（ケーススタディ）
についての本で、かなり高度な内容の本ですが一定の
売上を上げ、またDIAMOND ハーバード・ビジネス・レ
ビューの2014年の読者ランキングで９位に選ばれてい
ます。この本は事例研究の意義と、アメリカで最も権
威のある経営学会において内容・研究手法で高く評価
された研究のいくつかを解説しています。 
 弊社でも事例研究が重要な要素となっている本を多
数出版しているので、最近のものを中心に紹介します。 
 
 ①『商品・ビジネス開発のケースブック』は、 LED電
球やユニバーサルデザインなど目新しい事例研究を通
して、魅力ある市場ソリューション事業を立ち上げ、
運営するのに必要な、オペレーションや企業間連携の
あり方などを検討しています。 
  
 ②『ドキュメント トヨタの製品開発』は、昭和40年
代末～50年代初めにかけて、唯一、トヨタの旗色が悪
かった小型上級車市場のシェアの大幅アップを狙い、
マークⅡのモデルチェンジに取り組む製品企画室のス
タッフの取り組みをノンフィクションタッチでまとめ
ており、世界的にも注目されている主査制度の下での
製品開発、ものづくりのあり方を描いています。 
 
 ③『企業革新の研究』は、戦後の早い時期に成熟化
した日本の繊維産業が、どのように本業の再活性化と
事業の多角化を進めたのか、繊維業界の主要16社の膨
大な事例にあたり、そこから、日本の他産業でも大き
な課題になっている脱成熟化、すなわち超長期の企業
革新モデルの必要条件を提示しています。 
 
 ④『企業提携の変容と市場創造』は、例として有機
ＥＬを取り上げ、新市場・新産業の創出に当たり、外
部環境の変化や、実用化・市場創造・産業形成という
段階に対応した、大学・企業、また企業間提携のあり
方を追究しています。 
 
 ⑤『組織不祥事研究』は、不祥事発生の原因は組織
にあるとして、組織不祥事研究の新しいフレームワー
クを提示し、それを用いて18事例の組織不祥事の原因
メカニズムを解明した上で、組織不祥事を誘発する潜
在的原因４類型を抽出・分析しています。 
 
 ⑥『プロデューサーのキャリア連帯』は、伊丹十三
作品や、周防正行作品などのプロデュースをされた
方々のインタビューなどを通して、プロデューサーと
いう個人の営為がどのように組織としての創造性につ
ながるのかを探究しています。 
 
 このように見てみると、実に幅広い分野で事例研究
が使われているのが分かります。興味をもったものが
ありましたら、ぜひ手にとって見てください。 

①商品・ビジネス開発
のケースブック 
見目洋子編著 
A5判 200p、2381円＋税 
978-4-561-65207-6 
2013年10月刊 

②ドキュメント トヨタの
製品開発 
トヨタ主査制度の戦略，開発，
制覇の記録 

安達瑛二著 
四六判 280p、1852円＋税 
978-4-561-52089-4 
2014年9月刊 

⑥プロデューサーのキャ
リア連帯 
映画産業における創造的個人
の組織化戦略 

山下勝・山田仁一郎著 
Ａ５判 352p、3800円＋税
978-4-561-26529-0 
2010年2月刊 

④企業提携の変容と
市場創造 
有機EL分野における有機的提携  

小関珠音著 
A5判、128p、2750円＋税 
978-4-561-26635-8 
2014年刊 

⑤組織不祥事研究 
組織不祥事を引き起こす潜在
的原因の解明 

樋口晴彦著 
A5判 360p、4000円＋税
978-4-561-26594-8 
2012年9月刊 


