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978-4-561-36211-1 C3034 A5判 360p 4800円＋税（予価） 

１月上旬 
配本予定 

初ご案内 

巨大災害のディスクロージャーと
資本市場 
薄井彰（早稲田大学商学学術院教授）編著 

［ＩＲ/金融/
災害対策］ 

平積推奨 

はじめに 
第１部 東日本大震災のディスクロージャー 
 第１章 フクシマのディスクロージャーと株式市場 
 第２章 東日本大震災に関するディスクロージャー

の実態 
 第３章 東日本大震災後の回復状況に関する非

財務情報の分析 
 第４章 東日本大震災に関するディスクロージャー

行動 
 
第２部 東日本大震災と資本市場 
 第５章 東日本大震災直後の株式市場の反応 
 第６章 東日本大震災と決算短信公表後の株

価ドリフト 
 第７章 東日本大震災と信用リスクの分析 
第３部 東日本大震災と会計・ガバナンス 
 第８章 東日本大震災が銀行 の貸倒引当金に

与えた影響 
 第９章 東日本大震災と経営者の業績予想開

示行動 
 第10章 電力会社の経営者報酬とそのディスク

ロージャー 
終章 巨大災害時のディスクロージャーに関する提

言 

 日本は世界でも有数の地震帯に位置しており、今後も同じような規模の地
震が発生するものと予測されている。さらに、地球温暖化に伴い気象災害の
大規模化や高頻度化も進んでいると言われている。 
 このような中、日本ディスクロージャー研究学会は、これまでほとんど明らかに
されてこなかった東日本大震災、また復興に際して、政府や企業がどのような
ディスクロージャー（情報公開）を行ってきたか、また、それが社会や金融市場
にどのような影響をもたらしたのか、計量的手法を援用しながら、その影響を検
証し、その結果をまとめた。 
 ＩＲ関係者はもちろん、エコノミストや市場関係者、投資家に有用。 

─目次（案）─ 

今後も発生が予想される激甚災害が金融市場へ及ぼすイ
ンパクトを実証的に検証 

(仮) 東日本大震災の記録 
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978-4-561-25670-0 C3034 A5判 288p 3200円＋税 
11月末 

配本予定 

初ご案内 

新興国における人事労務と現地
経営 
古沢正之（大阪商業大学大学院教授）・安室憲一（大阪商業大学大学
院教授）・山口隆英（兵庫県立大学経営研究科教授）編著・公益社団
法人国際経済労働研究所監修 

［国際経営/  
  国際人事］ 

平積推奨 

まえがき  
第Ⅰ部 理論・実証研究編 
序章 新興国に向き合う日本企業の新グローバル

戦略 
第１章 ベトナムの労使関係の特質 
第２章 インドネシアの労働法と行動する労働組合 
第３章 インドにおける人事労務管理のポイント 
第４章 バングラデシュの魅力と労働事情 
第５章 ブラジルにおける日系企業の人事労務管理 
 
第Ⅱ部 事例研究編 
第６章 ベトナムにおける人事労務管理の実際 

第７章 ベトナム事業展開における組織作りと日本人
の役割 

第８章 インドネシアにおける人事労務管理・現地経
営上の留意点 

第９章 新田ゼラチンにおけるグローカル経営とインド
での事業展開 

第10章 バングラデシュの経営環境と物流事情 
第11章 ブラジルにおける人事労務管理のポイント 
第12章 大国ブラジル、動き出したトヨタ 

 低廉・豊富な労働力を持ち、消費市場としてもフロンティアとなっている新興
国で経営を行うにあたっては、各国の経済・社会特性や動向を的確に踏まえ
た、現地と共生する人事労務管理システム・労使関係が必要である。 
 本書は、国際経済労働研究所の定例研究会で発表された、実務家による
ヴィヴィッドな７つの事例を紹介。さらに、注目の５つの新興国に関し、行政・法
制度を含む人事労務に関する課題を理論的・実証的に考察している。 

─目次（案）─ 

ベトナム・インドネシア・インド・バングラデシュ・ブラジルの労働
事情と日本企業7社のケーススタディ 

978-4-561-23666-5 C3034 A5判 444p 4500円＋税 

企業および企業人 七訂版  
鍵山整充（日本経営開発研究所元会長）・太田滋（日本経営開発研究所所長）著 

21世紀初頭の日本と企業人のあり方 

978-4-561-23669-6 C3034 A5判 344p 4200円＋税 

日本型賃金 2016年版  
太田滋（日本経営開発研究所所長）著 

少子・高齢化時代への対応 

注文のみ 

注文のみ 

労働経済の局面に応じた公正・妥当な賃金・労働条件の決定のあり方を客観的統計データと実
証的理論性を労使双方に提示。生産性向上と公正な成果配分の促進を目指す。 

21世紀初頭の企業のあり方、新しい企業人のあり方を論じつつ、今後の企業経営の進路を展望す
る好著。経営者、ビジネスマン必見の書。 



採用面接評価の理論(仮)  978-4-561-26659-4 3500円＋税 
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 
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ご案内済みアイテムの配本スケジュール（11.15時点） 
【配本・発売済】 

【次号以降の刊行見込み（定価は予価） 】 

【次号までの配本・発売見込み（定価は予価）】 
企業および企業人 七訂版  978-4-561-23666-5 4500円＋税 
日本型賃金 2016年版  978-4-561-23669-6 4200円＋税 
グローバリズムと共感の時代の人事制度 978-4-561-23667-2 2407円＋税 
 
すぐにわかる物流不動産ビジネス 978-4-561-74209-8 1852円＋税 

【『経営事例の質的比較分析』絶好調！】 

【広告出稿予定】 
【日経サンヤツ】 
11月26日（木曜） 

【日経読書人へのおすすめ】 
11月１日『日本鉄道業の事業戦略』 
12月６日『グローバリズムと共感の時代の人事制度』（予定） 

名著『リサーチ・デザイン』著者による懇切
丁寧な入門書 

経営事例の質的比較
分析 スモールデータ
で因果を探る 
田村正紀著 
978-4-561-26664-8 

A5版 232p 

定価：本体2700円＋税 

大学内書店などで大きな反響!! 

今まであまり活用されてこなかった質的比較分析
が分かる！ 
経営学に限らず社会科学研究者必携！ 

リサーチ・デザイン 
978-4-561-26457-6 

A5版 208p 

定価：本体2381円＋税 

 本書は、高い評価を受け、ロングセラーとなっている
『リサーチ・デザイン』の著者が、質的比較分析（ＱＣＡ）
の基本的原理や分析手順、さらにそれをリサーチ・プロ
セスにどのように組み込むのかをまとめています。 
 経営学者の書であるため経営事例を中心に説明し、
タイトルにも「経営事例の」とついていますが、他分野の
研究者・学生にも理解しやすいケースが選ばれており、
また用いられる数学もほとんど高校初年度で習う水準
なので、事前知識なしで理解できます。 

こちらも
注目！ 

中国の現場から見る日系企業の人事・労務管理 978-4-561-26665-5 3000円＋税 

（ISBN、本体価が変わりました） 
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別添注文書でご注文ください！  イノベーションという言葉と、その必要性は広く
社会的に認知され、『イノベーションのジレンマ』
を始め、さまざまなベストセラーが出ています。 
 しかし、実際にイノベーションを現実のものとし
ていくためには、その生まれやすい環境をつくった
り、また生まれたイノベーションをビジネスとして
成立させる方法を検討する必要があります。 
 今回はこのような視点から、イノベーションの棚
をさらに充実させる際におすすめの本を紹介します。 
 
 ①『コーポレートベンチャリング新時代』は、近
年注目度が高まってきたオープンイノベーションを、
日本の大手ICT（情報技術）企業への導入することに
より、クラウド化に対応できるとしています。 
 これまで、日本のこれらの企業は、ネットビジネ
スの発展と反比例するかのように、輝きを失ってき
ているようにみえます。コーポレートベンチャリン
グと呼ばれる、企業内の投資部門主導のベンチャー
との提携、そしてそのイノベーションを取り込む戦
略が求められていると主張しています。 
 
 近刊の②『技術流出の構図』は、日本の技術者の
東アジア諸国への流出の動きを押さえた上で、国際
的なイノベーション競争に対し、どのように多様な
人的資源を管理していくべきかを検討しています。 
 すなわち、海外拠点でのイノベーション創出や、
母語の異なる人材を活かしたＲ＆Ｄ（研究開発）体
制のあり方などについて貴重な知見が得られます。 
 
 ③『コトラーのイノベーション・ブランド戦略』
は、主としてモノづくり企業に向け、その革新的な
技術をブランドとして確立し消費者に訴求していく
理論を、豊富な実例を交えながら紹介しています。
さらに実務でどう取り組むべきかもまとめています。 
 Ｂ２Ｂ企業はもちろん、Ｂ２Ｃ企業にも十分に応
用可能な内容となっています。 
 
 ④『イノベーションの普及における正当化とフ
レーミングの役割』は、ご褒美消費というコンセプ
トをイノベーションとして捉え、その普及が、新た
な価値観が社会的に浸透していくプロセスであると
して理論的・実証的に検討しています。すなわちイ
ノベーションが社会に広まるために何が必要か、広
報する際に押さえるべきメカニズムを追究しました。 

①コーポレートベンチャリ
ング新時代 
本格化するベンチャーの時代と大
手ICT企業の成長戦略 

湯川 杭著 
Ａ５判、224p、2800円＋税 
978-4-561-23618-4 2013
年刊 

③コトラーのイノベーション・
ブランド戦略 
ものづくり企業のための要素技術の
「見える化」 
コトラー/ファルチ著・杉光訳 
Ａ５判、384p、4200円＋税 
978-4-561-66211-2 
2014年刊 

④イノベーションの普及に
おける正当化とフレーミン
グの役割 
「自分へのご褒美」消費の事例か
ら 

鈴木智子著 
Ａ５判、192p、3500円＋税 
978-4-561-26612-9 2013
年刊 

②技術流出の構図(仮) 
エンジニアたちは世界へとどう動
いたか 

藤原綾乃著 
Ａ５判、200p、3000円＋税
（予価） 
978-4-561-26668-6 近刊 

【書店様向け、経営・経済分野キーワード集を製作！】 
 書店のご担当者向けに、経営・経済分野の、知っているようで知らない基本
的なキーワードや最近急に流行りだしたキーワードなどをまとめました。 
 仕入、棚づくり、フェア企画に役立ちます！ 
 先月号の「法経会新刊ニュース」に１部を同梱いたしました。 
 その他の方法でこのリーフレットをお読みの書店員様、また、１部では足りない
などでこのキーワード集をご希望の方は、２枚目の注文書の当該欄に番線印
を押し注文数をご記入いただき、お申込ください。 

準備中 


