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978-4-561-74209-8 C3063 B6判 208p 1852円＋税（予価） 
10月末 

配本予定 

初ご案内 

すぐにわかる物流不動産ビジネス 
鈴木邦成（日本大学教授）・ 
大谷巌一（イーソーコドットコム株式会社会長）著 

［物流/
不動産］ 

平積推奨 

まえがき  
第1章 物流不動産ビジネス伸張の鼓動 
第2章 サプライチェーンの司令塔とし

ての倉庫・物流センター 
第3章 物流センター起点の効率化の方

策 
第4章 倉庫・物流センターのプロファ

イリング 

第5章 現代物流ビジネスの新トレンド
「物流不動産」 

第6章 メガ倉庫の仕掛人 
第7章 人財教育 事例研究：物流ユー

ティリティプレイヤーの育成 

 サプライチェーン・マネジメント（SCM）や電子商取引（EC）、サードパーティ・ロ
ジスティクス（３PL）などの普及により、倉庫の高度情報化、超大型化が進んで
いる。さらに規制緩和により、その自由度が高まっている一方で、人手の不足
が問題になってきている。 
 本書は物流の研究者と実務家の共著で、これらのトレンド、また、物流、特
に倉庫に関する基本的な事項を整理しながら、物流と不動産の関係をめぐる
新しい「物流不動産」ビジネスを紹介する。 
 また、これからの物流不動産ビジネスを支える人材の育成方法を、著者の
会社の事例を元にまとめている。 
 物流ビジネスに関わる方はもちろん、物流施設に関心を持つ不動産業界の
方にもおすすめ。 

─目次（案）─ 

物流が競争優位のカギとなる時代の物流拠点整備とは 

(仮) 

ロジスティクス概論 
基礎から学ぶシステムと経営 

苦瀬博仁編著 
Ａ５判、230p、2600円＋税 
978-4-561-75200-4 2014
年刊 

おすすめの類書 
ネット通販と当日配送 
BtoC-ECが日本の物流を変える 

森田富士夫著 
Ａ５判、148p、1905円＋税 
978-4-561-74202-9 2014年
刊 
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レレバンス・ロスト 管理会計の盛衰 
［管理会計］ 

1992年刊 

978-4-561-26197-1 A5判 280p 3500円＋税 

 1880年代のアメリカの大企業から、現代の、グローバル化し、IT化の進む製造
業まで管理会計の進化を概観。管理者・経営者に長期の視点を与える管理
会計を持つべきと説き、さまざまな先行事例を提示する。 

H.T.ジョンソン（ポートランド州立大学教授）・R.S.キャプラン（ハーバード・ビジネス・
スクール教授）著/鳥居宏史（明治学院大学教授）訳 

 現在弊社品切 
９刷重版中 ９月下旬出来 

今月の主な重版（9.15時点） 
日本企業のグローバル・マーケティング  978-4-561-65177-2 2800円＋税 第５刷 
レレバンス・ロスト  978-4-561-26197-1 3500円＋税 第9刷 
ファミリービジネス  978-4-561-23583-5 2800円＋税 第3刷 
財務会計第4版  978-4-561-35206-8 3300円＋税 第2刷 

【棚でしっかり回転している、注目の重版！】 

日本企業のグローバル・マーケティング ［グローバル・
マーケティング］ 

2009年刊 
978-4-561-65177-2  A5判 274p 2800円＋税 

 日本企業10社の実際のマーケティング戦略を収めた事例集。きちんとした
分析枠組を用いて記述されており、基本的な考え方の習得におすすめ！ 

大石芳裕（明治大学大学院教授）編・グローバル・マーケティング研究会著 

現在弊社品切 
５刷・重版中 ９月下旬出来 

ライセンスビジネスの戦略と実務 ［知的財産］ 

2015年刊 
978-4-561-24651-0  A5判 272p 3000円＋税 

 著作権と商標権の二次利用の許諾ビジネス、すなわちライセンスビジネスは
「商品化権ビジネス」とも呼ばれ、大きな注目を集めるようになってきている。 
 本書は、その概要から最新事例までを網羅し、基本を読みやすくまとめている。 

草間文彦（東京理科大学院教授）著 

弊社在庫あり 
２刷重版中 ９月中旬出来 

ファミリービジネス 知られざる実力と可能性 ［事業承継/企業経営］ 

後藤俊夫（日本経済大学教授）編著・嶋田美奈（ハリウッド大学院客員准教授）著 

弊社在庫あり 
３刷出来 

アメリカ会計学会賞を受賞した名著！ 

キャラクター＆ブランド活用マネジメント 

東京オリンピックロゴ問題などで改めて注目のテーマ！ 

 ファミリービジネスは、日本だけでなく海外諸国にも多くあり、実績を上げて
いる。その理論から事例まで、体系的にまとめられている。 
2012年刊 
978-4-561-23583-5  A5判 272p 2800円＋税 
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ご案内済みアイテムの配本スケジュール（9.15時点） 
【配本・発売済】 

【次号以降の刊行見込み（定価は予価） 】 
グローバル・マーケティング（仮）  978-4-561-66215-0 7500円＋税 
SCMの構築(仮)  978-4-561-74204-3 3200円＋税 

【次号までの配本・発売見込み（定価は予価）】 
中国の現場から見る日系企業の人事・労務管理(仮) 978-4-561-26665-5 4000円＋税 
日本鉄道業の事業戦略 978-4-561-76208-9 2750円＋税 
採用面接評価の理論(仮)  978-4-561-26659-4 3500円＋税 
グローバリズムと共感の時代の人事制度(仮) 978-4-561-23660-3 2750円＋税 

【シャイン『キャリア・マネジメント』関連コンテンツアップ！】 

 ７月末、最新版のCareer Anchors ４th Edition の邦訳となる『キャリア・マネジメント』 （ISBNは
下記配本スケジュールをご覧ください）を発売しました。それに合わせ、エドガー・シャインポータルサイ
ト<http://www.edgarschein.jp/>に、関連コンテンツを公開しています。 
 担当編集者インタビューや、本版から共著者として加わったヴァン=マーネン博士のコメント、
さらに、以前の版のCareer Anchors から翻訳された『キャリア・アンカー 自分のほんとうの
価値を発見しよう』（978-4-561-23385-5）や『キャリア・アンカー セルフ・アセスメント』（978-4-

561-22502-7）などとの比較も掲載しています。 
 「キャリア・アンカー」という概念は、今日キャリアを考える上で欠かせないものとなっています。
仕入・お問合せ対応などにこれらのコンテンツをご活用ください。 

変化の経営学 978-4-561-26657-0 4200円＋税 
経営事例の質的比較分析（旧：質的比較分析による推論の技術） 978-4-561-26664-8 2700円＋税 
レピュテーション・ダイナミクス 978-4-561-46179-1 4500円＋税 

【広告出稿予定】 

【日経サンヤツ】 
９月30日（水曜） 

【日経読書人へのおすすめ】 
９月６日『消費税の税率構造と仕入税額控除』 
10月４日（日曜、予定） 
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別添注文書でご注文ください！  コーポレート・ガバナンス・コード（企業統治原則）が
今年６月から導入され、日本の全上場企業が適用対象とな
りました。さまざまな利害関係者の立場も踏まえ「透明・
公正かつ迅速・果断な意思決定を行うための仕組み」を提
示し、会社の成長、さらに経済発展に寄与することを目指
しています。 
 一方、ここ数か月、東芝の会計不祥事が大きな問題と
なっています。東芝は早くから優れた企業統治の仕組みを
導入していたと考えられていたので衝撃も大きく、単に制
度を導入すればよいわけではないことを示しています。 
 今回の特集では、機能する企業統治とは何か、改めて考
えるための本をご紹介します。 
 
 東芝では会計基準の枠組から逸脱してしまいましたが、
元々、会計数値は解釈、あるいは裁量の余地が大きいもの
です。①『レピュテーション・ダイナミクス』において著者は、経
営者がそのような行動を取る要因としてレピュテーション
（企業に対する期待の総称）の影響を実証的に検証し、過
度の操作を防ぐ制度設計へのヒントを提示しています。 
 
 会計作業の結果として示される利益が経営の実体をどの
程度表すのかを議論するために、「利益の質」という概念
が考えられています。② 『利益の質とコーポレート・ガバナン
ス』は、利益の質の評価の枠組を検討した上で、その改善
を目指して導入された内部統制報告制度がどのように貢献
しているのかを追究しています。 
 
 企業は、直接の利害関係者だけでなく、地域社会なども
考慮に入れ企業価値の最大化を目指す必要がある、と考え
られるようになってきました。これを論じるのがCSR（企
業の社会的責任）で、企業統治の対象となる利害関係者を、
より幅広く想定して取り組むことを意味しています。 
 ③『ＣＳＲのマネジメント』では、繰り返し起きる企業不祥事
を、社会が問題視している事柄について視野狭窄に陥って
いるためとし、まずはそれを正しく認識することが難しい
ことを前提とすべき、と問題提起しています。 
 
 ④『日本人とＣＳＲ』は、江戸時代から現代までの企業経
営とCSRを振り返り、日本企業の経営の基軸となるべき、
日本人らしい経営のあり方を提示しています。さらに、遊
戯論・フロー体験・ダイバーシティという、これまで経営
学であまり研究されてこなかった視点で経営・管理を捉え
直し、組織の継続的なイノベーションがどのように可能か
のヒントも示しています。 
 
 理論だけではなかなか実務に活かすことはできないもの
ですが、特に経営倫理・CSRの分野の研修は説教めいたも
のになりがちです。 
 ⑤『よくわかる経営倫理・ＣＳＲのケースメソッド』では、実際
に直面しそうな題材を取り上げたケースを元に、グループ
で臨場感を持って議論し考えることで、経営倫理・CSRに
ついて深く考える能力を身につけるという手法を丁寧に解
説し、また実際に活用可能なケースを多数掲載しています。 

②利益の質とコーポレー
ト・ガバナンス 理論と実証 

中島真澄著 
Ａ５判、300p、3600円＋税 
978-4-561-36189-3 2011
年刊 

①レピュテーション・ダイナミ
クス 
平屋伸洋著  
Ａ５判、288p、4500円＋税 
978-4-561-46179-1 
まもなく発売 

⑤よくわかる経営倫理・
CSRのケースメソッド 
エシックストレーニングのすすめ 
岡部幸徳著 
A５判、160p、2200円＋税 
978-4-561-24630-5 2014
年刊 

④日本人とCSR 
遊戯・フロー体験・ダイバーシティ

潜道 文子著 
Ａ５判、408p、4500円＋税 
978-4-561-26513-9 2014
年刊 

③CSRのマネジメント 
イシューマイオピアに陥る企業 

小山 嚴也著 
Ａ５判、178p、2600円＋税 
978-4-561-26571-9 2011
年刊 

制作中 


