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HAKUTO SHOBO Coming Soon BOOK NEWS

会計学	 1月末配本予定	 初ご案内

ビッグデータ時代の会計論 ［仮］
IT帳簿が変える会計と経営の未来
 中村元彦  （千葉商科大学教授、日本公認会計士協会常務理事）著

会計帳簿がＩＴ化することで生まれた、極めて広範囲で大きなポテンシャルを追究、現
状を丁寧に押さえた上で、それを実現するための政策提言を行う！
こんにち会計業務はＩＴシステム上で行われることが一般的になっており、会計データが電子的に記

録され蓄積されているが、現在は、その特性を社会的に活用できているとは言えない。諸条件が整えば、

例えば経営面では資金の借り入れを受けやすくなったり、また監査業務では、これまではサンプル調

査とせざるを得なかったところ、データを全数精査することが容易になるなど、さまざまな会計関連

業務において、これまでには考えられなかったサービスや業務の進め方が可能になるという。

本書は、このように非常に広汎で大きな便益を引き出すため、会計そして会計に関連する内部統制や

監査のあり方、ひいては会計の究極の目的である経営、そして新たな会計実務を担える会計人育成の

あり方まで、会計を取り巻くさまざまな社会システムの現状を丁寧に整理しながら政策提案を行う。

会計業務責任者から、会計ソフト会社関係者、教育関係者まで、会計に関わり、その未来をリードす

る方々、必読の書！

目次（仮）
序章	 問題提起
第1章	 本研究における会計帳簿に関する概念
第2章	 会計帳簿の変遷とIT会計帳簿の現状
第3章	 内部統制の観点から求められるIT会計帳簿

第4章	 監査の観点から求められるIT会計帳簿
第5章	 経営の観点から求められるIT会計帳簿
第6章	 教育の観点から求められるIT会計帳簿
第7章	 結論

ISBN978-4-561-36220-3　C3034　/　A5 判　406 頁　/　4500 円＋税（予価）

日本映画/日本の男優	 1月末配本予定	 初ご案内

三船敏郎、この10本 ［仮］	
黒澤映画だけではない、世界のミフネ
高田雅彦（映画評論家）著

全出演作リストやプライベート写真など貴重な資料も収録し、知られざる好演作品等、詳しく紹介！

挟み込み注文書の２枚目を映画担当の方にお渡しください！
ISBN978-4-561-51101-4　C1074　/　A5判　540頁　/　4000円＋税（予価）
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2017年度上半期 注目の売れ筋　　　　　   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下記にご紹介しています。ロングセラーも掲載している一覧注
文書（挟み込み注文書３枚目）からご注文ください！
「シャイン博士が語る」	 E.H.Schein	Basic	Library	

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

看護分野等でも注目の、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。本書は特に組織

開発に携わる方向けに、人をめ

ぐる種々の側面も押さえる。

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

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

定評ある適性診断キャリア・アン

カーの活用法、そしてキャリア・

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や、

日本人のワークスタイルを踏まえ

つつ語る。

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

実務に直結	 	

開示不正 その実態と防止策
八田進二 編著 

メディアの報道だけでは知るこ

とが難しい、１２の不正事件の

深層を掘り下げ、統治・統制や

開示のあり方について課題を抽

出。組織、会社で一定の責任を

持って業務に携わる方が意識す

べきアカウンタビリティ（説明責任）を学ぶ良い

参考書となる。 

ISBN978-4-561-46180-7 / A5判 290頁 / 3500円＋税

ライセンスビジネスの戦略と実務 第２版 
キャラクター＆ブランド活用マネジメント	
草間文彦 著

著作権や商標権を扱うライセン

スビジネスに関し、日本における

第一人者である著者が分かりや

すくまとめる。キャラクターやブ

ランドについての許諾の基本か

ら実際の法務、戦略立案までを体

系的に扱い好評。

ISBN978-4-561-24694-7 / A5判 272頁 / 3000円＋税

高度な専門書ながら好調	 	

グローバルオペレーターが変える
ホテル経営 マネジメント契約はホテル産業に
何をもたらしたか	　　田尾桂子 著

ホテル業界の現状を振り返りな

がら、統治や業績評価、収益な

どを手がかりに、ホテルのオー

ナーとグローバルオペレーター

の２者間でしばしば用いられる

マネジメント契約の功罪を探る。

ISBN978-4-561-26686-0 / A5判 224頁 / 3000円＋税

なんの変哲もない、取り立てて魅力もない地方都市	
それがポートランドだった　「みんなが
住みたい町」をつくった市民の選択　　畢 滔滔	著

今、日本でも注目の米国西海岸

の都市ポートランドは、どのよ

うに旧弊を抜け出し変革を遂げ

たのか。70年代からの公・私の

ダイナミズムと住民の選択、関

わった専門家たちの戦略などか

ら明らかに。

ISBN978-4-561-96137-6 / A5判 256頁 / 3100円＋税
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外商向け今年度上半期カタログ作成しました！ 
外商担当の方の営業に活用いただける、弊社の今年度上半期のカタログ

を作成しました。この半年に刊行したアイテムをご紹介しています。ま

た、大学の教科書選定に合わせ、おすすめ教科書のカタログも折り込ん

でいます。

配布用にご入用の場合、番線でお届けできます。１枚目の注文書の当該

欄に番線印・必要部数をご記入いただきＦＡＸください！

学会賞受賞！ 先月～今月

日本流通学会奨励賞
【異文化経営学会賞、多国籍経営学会賞に続き３冠！】
古川裕康（淑徳大学助教）著
『グローバル・ブランド・イメージ戦略』

978-4-561-66220-4

日本経営会計学会	学会賞（業績賞）
冨田	賢（立教大学特任教授）著
『IoT時代のアライアンス戦略』

978-4-561-26696-9

書評掲載 先月～今月

『キネマ旬報』11月下旬号
『成城映画散歩』

978-4-561-51097-0　2750円＋税

広告出稿 今月～来月

日経読書欄	読書人へのおすすめ
11/4	土	 『ビッグデータから見える韓国』
12/2	土	 『贅沢の法則』

日経新聞１面下
11/7	火	 『贅沢の法則』『ビッグデータから見える韓国』
	 他２点	

ご案内済みアイテムの配本スケジュール 11/15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
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

次号までに配本・刊行予定
東芝不正会計の研究
978-4-561-36218-0　3300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
コンテンツとイメージの物語論
978-4-561-56100-2　5000円＋税

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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グローバル化する経営
　日本の経済成長の勢いは弱く、むしろ、個々の市場では縮

小が目に付く中、世界に目を転じると一定の経済成長が続い

ており、企業経営に際しグローバル経済での機会をどのよう

に位置づけるか、その戦略的重要度が高まっています。輸出

したり、海外に工場などの拠点を作る場合はもちろん、近年

は海外からの旅行客の需要獲得が市場機会とされ、内需中心

の企業も無縁ではなくなってきています。

　このような中、問題を抱えながらも大きな成長を続ける中

国を理解することは極めて重要ですが、政治・経済システム

が大きく異なる上、日本では断片的で偏った報道や出版も多

く、簡単ではありません。①『チャイナ・エコノミー』は、格差

や腐敗、環境問題なども含むさまざまな切り口から、中国経

済の全体像を等身大で分かりやすく描き出しています。著名

なエコノミストである吉崎達彦氏に解説の寄稿をいただいて

おり、その中で「本書を入門書としてスタートできるビジネス

パーソン・学生が羨ましい」とご評価いただいています。

　②『グローバル戦略市場経営』は、アメリカの大学教科書の翻

訳です。海外市場に進出しようとする際に必要な、個々の国

のマーケティング環境の評価に始まる、戦略立案の基本的な

考え方を豊富な事例を交え示しています。さらに、その前提

となる政治的・法的環境、あるいは文化的・社会的環境など

の評価にもそれぞれ１章を割きつつ、ソーシャルメディアや

CSRなどの近年考慮すべきトピックも紹介しています。

　原材料の調達あるいは製品の輸出入で海外との取引をする

ケースも増えています。その際の、グローバルなサプライチェー

ンあるいはロジスティクスの効率化の必要性が強く認識されて

きており、③『グローバル・サプライチェーンロジスティクス』
は、貿易実務や保険の基本から地政学リスク等に渡る、幅広い

産学共同の研究会の成果を、地球を俯瞰する視点を持ってまと

めています。図表も多く盛り込まれ、さらに10の補講は実務家

による具体的な事例を紹介しており、分量がありながらも読み

やすく工夫されています。

　海外に拠点をつくるにあたり、特に近年注目されているのは

新興国への立地です。④『新興国における人事労務管理と現地
経営』は、その新興国の中でも特に注目される５カ国について人

事労務管理の問題を掘り下げ、まとめています。行政・法制度

を含む課題を理論的・実証的に考察し、普遍性の高い状況整理

を行っている第I 部と、国際経済労働研究所の定例研究会で発表

された、実務家の経験に基づく、ヴィヴィッドな７つの事例を

紹介する第Ⅱ部からなり、これらの国への拠点設置を考えてい

る方におすすめです。

別添注文書でご注文ください！

①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

A.	クローバー	著
東方雅美	訳
吉崎達彦	解説
四六判　400頁
2777円＋税（予価）
978-4-561-91139-5
来年1月末刊行予定

② グローバル戦略市場経営 
グローバル展開とマーケティング・マネジ
メントの統合

アーロン＆ジャッフ	
著／笠原英一	訳
A5判　584頁
6500円＋税
978-4-561-66215-0
2017年９月刊

③グローバル・サプライチェーン
ロジスティクス

黒須・岩間	編著
早稲田大学ネオ・ロ
ジスティクス共同研
究会	著
A5判　504頁
6000円＋税
978-4-561-76213-3
2017年１月刊

④新興国における人事労務管理と
現地経営  
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

古沢・安室・山口	編
著／（公社）国際経
済労働研究所	監
A5判　288頁
3200円＋税
978-4-561-25670-0
2015年刊

ロングセラーの深層

準備中


