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HAKUTO SHOBO Coming Soon BOOK NEWS

イノベーション	 ８月下旬配本予定	 初ご案内

イノベーションと内部非効率性	［仮］
現代企業の倫理的視座
關 智一（せき ともかず、立教大学経済学部准教授）著

混沌としたイノベーション研究への理論的貢献を目指す
イノベーションは、経済学的な視点と経営学的な視点からみることができる。著者は本書で、シュン

ペーターやクリステンセンらが立脚する経営学的視点でなく、経済学的な視点からその本質に迫る。

すなわち、イノベーションの理解で不可欠とされる「企業家精神」について、「内部非効率性」という概

念に着目し追究する。イノベーション研究に関する高度な研究書。

ISBN978-4-561-26702-7　C3034　／　A5判　208頁　／　3300円＋税（予価）

国立大学法人会計基準	 ８月下旬配本予定	 初ご案内

よくわかる国立大学法人会計基準 実践詳解 第８版 
新日本有限責任監査法人 編

直近の国立大学法人会計基準の改訂に伴う新版の第８版。定評のある実務書。

ISBN978-4-561-34217-5　C3334　／　B5判　648頁　／　5800円＋税（予価）

【書店様へ】 旧版・新版在庫ご確認ください！
先日配本いたしました下記４点について、旧版在庫が残っていないか、新版が在庫されているか、確
認をよろしくお願いします。新版の注文は注文書2枚目の一覧表からどうぞ！

［旧］ライセンスビジネスの戦略と実務
978-4-561-24651-0

　　　　　▼
［新］ライセンスビジネスの戦略と実務 第２版

978-4-561-24694-7

［旧］財務会計 第４版
978-4-561-35206-8

　　　　　▼
［新］財務会計 第５版

978-4-561-35213-6

［旧］財務管理の基礎知識 第２版増補版 
978-4-561-35195-5

　　　　　▼
［新］財務管理の基礎知識 第３版 

978-4-561-35215-0

［旧］よくわかる独立行政法人会計基準 実践詳解改訂第 4 版
978-4-561-34200-7

　　　　　▼
［新］よくわかる独立行政法人会計基準 実践詳解改訂第 4 版 

978-4-561-34216-8
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売れ筋ご紹介　　　　　   一覧表で欠本などご確認ください！

特に注目のアイテムをご紹介しています。また、注文書２枚目に、直近の新刊・ロング
セラーを含めた一覧表をご用意しています。

タイムリーな話題	 新聞広告に反応！	

日経読書欄広告7/1、日経サンヤツ7/11以降、順調な動き！

開示不正 その実態と防止策		
八田進二編著

社会的に問題となった企業等の不正や不祥事１２事例を、会計で重要なアカウンタビ

リティ（説明責任）の視点から読み解く。会計監査研究の第一人者として知られる編著

者を迎え、瞬発的なメディアの報道だけでは理解しにくい深層を掘り下げる。本来、全

ての職業人が意識すべき、職務における説明責任のあり方を学べる。

ISBN978-4-561-46180-7 / A5判 290頁 / 3500円＋税 2017年6月刊

シャインの著作 『謙虚なコンサルティング』（英治出版刊）に連れ、動いています！

英治出版様から5月中旬に刊行された、エドガー・H・シャインの『謙虚なコンサルティング』が好調

なようで弊社の著作も合わせて動いています。併売をお願いします！

『謙虚なコンサルティング』の「原作」とも言うべき書

プロセス・コンサルテーション 援助関係を築くこと
コンサルタントとクライアントとの相互作用に焦点を当て、いかにして健全な関係を

実現し、クライアントが学習・変革するのをどのように支援するのか、コンサルタント

としての40年を越える経験をもとに、援助の一般理論と方法論を構築。

刊行後10数年を経てもコンスタントに動いており、読者も、ビジネスパーソンだけで

なく、看護・教育関係者にも広がっています！

ISBN978-4-561-13140-3 / A5判 372頁 / 4000円＋税 2002年刊

シャイン・尾川・石川 著 ／ 松本・小沼 訳

組織開発と人的資源管理の進め方 
プロセス・コンサルテーションと対話型組織開発

幅広い分野で応用可能な、人対

人の相互作用で組織を変化させ

る技法、プロセス・コンサルテー

ションを解説。特に組織開発に

携わる方向けに、人をめぐる

種々の側面も押さえており、実

践しやすい。

ISBN978-4-561-24697-8 / A5判 114頁 / 1850円＋税 

2017年4月刊

キャリア・カウンセリングの進め方 
＜キャリア・アンカー＞の正しい使用法

日本社会における働くことへの

通念や慣行を踏まえ、定評ある

適性診断「キャリア・アンカー」

の活用法、さらにキャリア・カ

ウンセリングの進め方を、彼の

組織やグループに関する知見も

交え語る。

ISBN978-4-561-24690-9 / A5判 88頁 / 1800円＋税 

2017年1月刊
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『成城映画散歩』動いています！

映画担当の方に3枚目の単品注文書をお渡しください！
東京の成城近辺の動きが一番強いのですが、成城から離れた首都圏近郊や大阪
などでも動いており、映画ファンの方の関心も惹いているようです。
年配の映画ファンが来店されるお店での展開をおすすめします。
ISBN978-4-561-51097-0 / A5 判 288 頁 / 2750 円＋税 2017 年 6 月刊

『地域商業の底力を探る』が商業界に書評掲載！

２枚目の一覧注文書からご注文ください！
商業界８月号で、『地域商業の底力を探る』の書評が掲載されました。
編集長ご自身による執筆で、商業界創立者の倉本長治氏の持論である「商業と
は産業であると同時に文化である」に触れながら、この本の主要なテーマの一
つである「商業が本来的に備えている社会的・人間的な側面の働き」である「文
化的表現力」に注目し、評していただいています。
ISBN978-4-561-66222-8 / A5判 258頁 / 3400円＋税 2017年3月刊

広告出稿（予定） 
今月～来月

日経読書欄	読書人へのおすすめ
7/1 土 『開示不正』
8/5 土 『本質から考え行動する科学技術者倫理』

日経朝刊サンヤツ
7/11 『開示不正』他、計４点

ご案内済みアイテムの配本スケジュール 
7/15時点	※刊行予定のタイトルは仮題、定価は予価

配本・刊行済み
成城映画散歩
978-4-561-51097-0　2750円＋税

開示不正（旧題：ディスクロージャー不正）
978-4-561-46180-7　3500円＋税

次号までに配本・刊行予定
よくわかる独立行政法人会計基準 実践詳解 改訂第 4 版　
978-4-561-34216-8　5500円＋税

マーケティング・マインドとイノベーション
978-4-561-65224-3　3000円＋税

社会システムのデザイン戦略
978-4-561-26695-2　3000円＋税

High Flying Low-Cost Carriers in Japan
978-4-561-76217-1　5000円＋税

次号以降の配本・刊行予定
ビッグデータから見える韓国
978-4-561-95138-4　2600円＋税

ワーキング心理学
978-4-561-26698-3　6400円＋税

ファーウェイ＜華為＞の技術と経営
978-4-561-26701-0　3300円＋税

グローバル戦略市場経営（旧：グローバル・マーケティング）
978-4-561-66215-0　7500円＋税

SCM 概論　
978-4-561-74204-3　3600円＋税

巨大災害のディスクロージャーと資本市場
978-4-561-36211-1　4800円＋税

会計学・簿記入門 第13版
978-4-561-35214-3　2800円＋税
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中華圏のハイテク産業
　先日、華為技術（ファーウェイ・テクノロジーズ）が、千葉に工

場を新設するという報道がありました。日本では、スマート

フォンなど一般消費者向けの事業が目立っていますが、元々

は交換機やルーターなどの通信設備機器において、世界シェ

ア第１位の会社です。中国企業によく見られる会社と異なり、

自主技術の形成を重視しており、ここ何年もの間、国際特許

出願数で世界上位を占めています。①『ファーウェイ＜華為＞
の技術と経営』は、そのユニークな経営を、特に人的資源管理

手法に注目し解き明かした貴重な一冊です。

　ファーウェイは中国本土の企業ですが、台湾においても、

シャープを買収した鴻
ホンハイ

海精密工業を始めとし、グローバルな

存在感を示すハイテク産業が大きく発展しています。

②『台湾エレクトロニクス産業のものづくり』は、台湾エレクト

ロニクス産業発展の歴史を押さえた上で、いくつもの事例や

政治的・社会的な文脈も踏まえたビジネス環境を紐解き、台

湾電機産業の特徴を明らかにしています。加えて、日台企業

の提携の可能性などを検討し、 ひところの勢いを失った日本の

エレクトロニクス産業再興へのヒントを探っています。

　③『技術流出の構図』は、いわゆる「失われた20年」の間、

日本の電機産業出身の技術者が中国や台湾、韓国などの企業

に多く採用され、彼らの技術力の向上に大きく貢献した一方、

日本の電機産業の地盤沈下につながりました。

本書は、日本企業から東アジア企業へ移った技術者の動きを、

ビッグデータを用いた企業単位の解析で明らかにしながら、

ハイテク産業における、人を通じた技術移転のメカニズムを

明らかにしています。

　ハイテク産業では、知財戦略の重要性が大変高くなります。

中国知財実務に精通する著者による④『中国知財戦略』は、中国

に特有のイノベーション促進施策について、外資導入やモジュ

ラー型産業の基盤確立の促進などに着目しつつ、ＰＣのレノボ、

スマートフォンのシャオミなど、具体的な企業の事例を多数紹

介しながら活写しています。さらに急速に整備が進む中国独自

の知財制度を、日本での実務と比較し詳しく紹介しながら、最

新の知財プラクティスを解説し、本邦ハイテク産業に有効なプ

ラットフォーム戦略を提案します。

　中華圏のハイテク産業は先進国の模倣と揶揄されることも多

いのですが、まず、真似をし、製品化することが簡単ではない上、

大きなリスクを取った果断な事業展開は日本企業ではあまり見

られないものです。虚心にそのありようを捉えていく必要性が

高まっていると言えるでしょう。

別添注文書でご注文ください！

①ファーウェイ＜華為＞の技術と
経営 激変する経済環境とイノベーショ
ンに適応する人的資源管理

今道幸夫著
A5判　260頁
3300円＋税（予定）
978-4-561-26701-0
８月下旬配本予定

②台湾エレクトロニクス産業のも
のづくり 台湾ハイテク産業の組織的
特徴から考える日本の針路

長内・神吉	編著
A5判　298頁	
4500円＋税
978-4-561-26621-1
2014年刊

③技術流出の構図  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　224頁
3500円＋税
978-4-561-26668-6
2016年刊

④中国知財戦略 イノベーションの実態
と知財プラクティス

山田勇毅著
A5判　224頁
2800円＋税
978-4-561-25677-9
2016年刊

ロングセラーの深層


