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監査/企業	 11月末配本予定	 初ご案内

東芝不正会計の研究 ［仮］
公開資料から読み解く因果のメカニズムと教訓
 樋

ひ

口
ぐち

 晴
はる

彦
ひこ

  （警察大学校教授）著

日本を代表していた企業で起きた不祥事群を、さまざまな公開資料・報道を多面的に
突き合わせて分析。日本式企業経営の反省・教訓とは？
東芝は、大規模、かつ複数年に渡り複数部門で行われた不正会計が明るみに出、そしてその後に引き

続いた原発子会社の巨額の減損処理に伴い経営危機に陥っている。

本書で著者は、「はじめに」において、「おそらく大抵の日本企業にも、（中略）同様に当てはまる要素が

少なくないはずである」「我々は東芝に学ばなければいけない」と言い、さまざまな公開資料・報道を

多面的に突き合わせた分析から、「当期利益至上主義の組織文化」の下、内部統制機関や会計監査人を

機能不全に陥れたメカニズムを明らかにしつつ、事件発覚後の再発防止対策を検証し、その空洞化に

ついて警鐘を鳴らす。

『組織不祥事研究』（弊社刊）で日本内部監査協会青木賞を、組織不祥事を多面的に経営学の手法で精緻

に分析しているとして受賞した著者。本書の、実証的・理論的な東芝問題の検証は広く参考となろう。

目次（仮）
序章	 基本説明
第1章	 工事問題の不正会計
第2章	 キャリーオーバー問題の不正会計
第3章	 バイセル問題の不正会計
第4章	 半導体問題の不正会計
第5章	 未調査の不正会計
第6章	 経営方針・実績と不正会計の関連性

第7章	 東芝の組織体質
第8章	 内部統制機関等の機能不全の原因
第9章	 取締役・執行役の責任
第10章	 東芝の再発防止対策
第11章	 東芝の経営危機
第12章	 まとめ

ISBN978-4-561-36218-0　C3034　/　A5 判　272 頁　/　3300 円＋税（予価）

学会賞受賞！	 先月～今月

実践経営学会名東賞
【ファミリービジネス学会賞に続き２冠！】
落合康裕（日本経済大学経営学部准教授）著
『事業承継のジレンマ』
978-4-561-26682-2	/	A5判	276頁	/	3200円＋税
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中国経済/政治	 11月下旬配本予定	 再ご案内

チャイナ・エコノミー
複雑で不透明な超大国	その見取り図と地政学へのインパクト［仮］
Ａ．Ｒ . クローバー（ギャブカル・ドラゴノミクス 中国経済専門

シンクタンク 創設者／ブルッキングス精華 
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（双日総合研究所チーフエコノミスト）解説

オリジナル版刊行から起きた地政学的な変動も踏まえつつ日本への示唆をまとめた
「日本語版へのあとがき」と、著名エコノミスト吉崎達彦氏の解説収録が決定！

ダブらないよう今回の注文を活かしますので、お手数ですが再度ご検討願います！
ＧＤＰで世界第２位となり、国際的なプレゼンスも強大となりつつある中国。ＧＤＰでアメリカを抜

くという予測もなされている。

日本とは外交的な軋轢も多く、いわゆる「嫌中」的な本が売れる一方で、進出した工場や支社・子会社

などの運営や種々の工業製品・農産物の輸入は続き、さらにインバウンド観光や、越境ＥＣに代表さ

れるような消費財の輸出も注目されるようになってきており、密接な経済関係は今も維持され、新た

な関心も呼んでいる。そこで、表層の動きの一方で中国に関心を持つビジネスパーソンも多く、経済

誌等での特集もしばしばなされている。

本書は、解説の吉崎氏が、「中国経済を破綻なく総合的に描くことに成功」「これから中国経済と向き合わ
ねばならないビジネスパーソンや学生たちが本書を入門書としてスタートできることを正直、羨ましく感じ
る」と語るように、さまざまな側面から中国経済について簡潔に歴史を振り返りながら、その現状と

仕組みを、特段の専門知識を前提とせず、分かりやすく説き起こす。

断片的な報道が氾濫する中で中国の全体像やメカニズムを把握し、正しく畏れながらビジネスの機会

を見つけていく手引きとしておすすめ。

目次（仮）
第1章	 中国の政治と経済
第2章	 農業と土地と地方経済
第3章	 工業と輸出経済の台頭
第4章	 都市化とインフラ
第5章	 企業制度
第6章	 財政システムと中央・地方政府の関係
第7章	 金融システム
第8章	 エネルギーと環境

第9章	 人口構成と労働市場
第10章	 興隆する消費経済
第11章	 格差と腐敗
第12章	 成長モデルを変える
第13章	 中国と世界
日本語版へのあとがき

解説：吉崎達彦（双日総合研究所チーフエコノミスト）

ISBN978-4-561-91139-5　C3033　/　四六判　420 頁　/　2777 円＋税（予価）
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中国について日本人が知りたい疑問に、中国専門シンクタ
ンクのトップリサーチャーがわかりやすく答える！
　中国は知的所有権で「ズル」をしているか？
　中国が金融危機に陥るリスクは？
　中国の統計は信じられるか？
　中国の台頭に対し、今後、日本はどのように振る舞うべきか？

【オビ案】
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『成城映画散歩』、メディア露出続く！
『成城映画散歩』が、地元の駅ビルのフリーマガジン「成城コルティーレ」秋号で紹介さ

れた他、9/26、毎日新聞一面下に広告を出した結果、地元の書店様だけでなく、オン

ライン書店で動きが出、遠隔の書店での客注も増えています。

10/22（日）には産経新聞の著者インタビューの掲載も予定されていますので、映画担当の

方へ、専用注文書をご回送ください！

ISBN978-4-561-51097-0　A5判　288頁　/　2750円＋税　2017年６月刊行

書評掲載	 先月～今月

『会計・監査ジャーナル』10月号
『開示不正』

978-4-561-46180-7　3500円＋税

「日本教育新聞」9月11日号
『子どもの「遊びこむ」姿を求めて』

 978-4-561-56096-8　3700円＋税

『外交』９・10月号
『軍備の政治学』

978-4-561-96135-2　3700円＋税

広告出稿	 今月～来月

日経読書欄	読書人へのおすすめ
10/8	土	 『グローバル戦略市場経営』
11/4	土	 『ファーウェイの技術と経営』

毎日新聞１面下カラー書影付き
9/26	火	 『成城映画散歩』
10/26	木	 『ビッグデータから見える韓国』	

（関西以西では29（日）掲載）

ご案内済みアイテムの配本スケジュール	 10/15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
High	Flying	Low-Cost	Carriers	in	Japan
978-4-561-76217-1　5000円＋税

ビッグデータから見える韓国
978-4-561-95138-4　2600円＋税

次号までに配本・刊行予定
ファーウェイの技術と経営
978-4-561-26701-0　3300円＋税

イノベーションと内部非効率性
978-4-561-26702-7　3300円＋税

よくわかる国立大学法人会計基準実践詳解第８版
978-4-561-34217-5　5800円＋税

会計学・簿記入門	第13版
978-4-561-35214-3　2800円＋税

贅沢の法則
978-4-561-62225-3　2000円＋税

コンテンツとイメージの物語論
978-4-561-56100-2　5000円＋税

日本型マーケティングの進化と未来
978-4-561-66226-6　3300円＋税

次号以降の配本・刊行予定
チャイナ・エコノミー
978-4-561-91139-5　2777円＋税
証券理論モデルによるブラックマンデーの原因究明
978-4-561-96302-8　6000円＋税

知識移転のダイナミクス
978-4-561-26703-4　3000円＋税

企業アイデンティティへの一体化マネジメント
978-4-561-26704-1　3000円＋税

ワーキング心理学
978-4-561-26698-3　6400円＋税

SCM概論　
978-4-561-74204-3　3600円＋税

社会システムのデザイン戦略
978-4-561-26695-2　3000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
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政策と制約のダイナミズム
　これを書いている現在は、ちょうど衆院選の公示があった

直後で、改めて政策論議が盛り上がっています。日本は大き

な財政赤字を抱え予算の制約が厳しい中、現状をどのように

捉え、どのような政策を採用し実施していくのか、は、わが

国の今後を占う非常に大きな問題です。今回はこのような政

策選択を考える本をご紹介します。

　まず、予算の制約を考える際に重要なのがわが国財政の会

計制度です。①『政府公会計の理論と実務』は、本邦制度の解説
を丁寧に行った上で、国際公会計基準（IPSAS）、さらに、発生

主義会計を取り入れ、公会計改革で先行する英国の公会計制

度を紹介しています。日本の公会計制度の全体像が分かるの

とともに、一つのあるべき姿を描いています。

　政策の導入の際、予算の制約と同時に大きな問題となるの

が実際の政策の対象をどのように捉え、政策を考えるかとい

う問題です。

　②『電力システム改革の検証』は、われわれがこれまで知らな
いで済ませてきた「電力」というものの特徴を分かりやすく解

説し、容量メカニズム、消費者保護、再生可能エネルギーなど、

実りある電力システム改革の議論の前提となる基礎知識を与

えてくれます。

　③『IoT 時代の情報通信政策』は、急速で大規模な変化を続け

ている情報通信市場を扱っています。ポイントの一つとして、

市場の覇権が情報通信事業者から、グーグルやアマゾン等の米

国のＩＴ企業へ移りつつあり、特に、その規制が既存の通信業者、

また国内のＩＴ企業に厳しく運用されていることを指摘します。

　政策決定においてどのような議論がなされ、政策選択がなさ

れていったのか、そのダイナミズムに注目している2点をご紹

介します。④『軍備の政治学』は、唯一、圧倒的な軍事力を保持
する国であっても、予算制約がある一方で進化を続ける装備の

開発と導入のマネジメントに苦慮している上、中東の紛争や政

治的混乱、またテロの頻発などにおいて、せっかくの装備が有

効に活用できていない状況に至る過程をよく描き出しています。

　⑤『米国エネルギー法の研究』は、米国におけるエネルギー関
連法の導入プロセスと、今に至り明らかになった功罪や日本の

関連諸制度との比較などを行っています。アメリカの政治シス

テムの中でどのようにしてエネルギー行政が行われているかに

ついて追究している第３部は特に貴重です。

別添注文書でご注文ください！

①政府公会計の理論と実務  
国の予算・決算制度、財産管理、政策
評価及び国際公会計基準への対応

山浦久司	監・東	信
男	著
A5判　256頁
3400円＋税
978-4-561-36212-8
2016年刊

② 電力システム改革の検証 
開かれた議論と国民の選択のために

山内弘隆・澤昭裕	編
A5判　328頁
2750円＋税
978-4-561-86049-5
2015年刊

③ IoT 時代の情報通信政策
福家秀紀	著
A5判　276頁
3000円＋税
978-4-561-26684-6
2017年１月刊

④軍備の政治学 
制約のダイナミクスと米国の政策選択

齊藤孝祐	著
A5判　344頁
3700円＋税
978-4-561-96135-2
2017年5月刊

⑤米国エネルギー法の研究 
経済規制と環境規制の法と政策

草薙真一	著
A5判　416頁	
4000円＋税
978-4-561-76216-4
2017年５月刊

ロングセラーの深層


