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HAKUTO SHOBO Coming Soon BOOK NEWS

ファミリービジネス	 5月下旬配本予定	 初ご案内

監修者が週刊ダイヤモンド4/14号で、本書のことを含めコメント！

ファミリービジネス白書 2018年版
100年経営をめざして
ファミリービジネス白書企画編集委員会 編／後

ご

藤
とう

俊
とし

夫
お

（日本経済大学大学院特任教授）監修／ 
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ひろ

（静岡県立大学准教授） 企画編集委員長 

オビ：奥
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村
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昭
あき

博
ひろ

（慶應義塾大学名誉教授、ファミリービジネス学会元会長）

日本で同族企業とも言われるファミリービジネスに対し、あまり印象が良くない。しかしながら、創

業100年を超える長寿企業が極めて多く、全世界の約３５％を占めるほどであり、その多数がファミ

リービジネスである。海外でファミリービジネスは、地域経済への貢献などに誇りや自覚を持って運

営されているため、日本人が驚くほど高い評価がなされており、中国やASEAN諸国から日本へ、そ

の経営戦略や事業承継を学びに来るほどである。

それを受け、わが国でもファミリービジネスへの関心が高まりつつあり、今世紀初めから学術的な研

究も進んできている。その一方で少子高齢化や事業承継の難しさから廃業に迫られるファミリービジ

ネスも増えており、今後、日本の産業基盤を損なう可能性まで指摘されている。

本書はこのような状況の下、企画された白書であり、上場しているファミリービジネスの経営分析や、

ファミリービジネスのガバナンスの研究を行っている。

学術的な水準は維持しつつ読みやすさにも配慮し、研究者だけでなく、ファミリービジネスの当事者

や関係する実務家にも有用な資料やデータ、分析が詰まっており、長寿ファミリー企業の、企業や社

員を牽引する目に見えない力を自らのものとするきっかけともできよう。

目次（仮）
はじめに
第1章	 ファミリービジネスの概要
　第1節　上場ファミリービジネスの現況
　第2節　ファミリービジネスの定義
　第3節　ファミリービジネスの主な環境要因

第2章	 上場ファミリービジネスの経営分析
　第１節　ファミリービジネスの比率と変動
　第2節　財務業績
　第3節　ファミリービジネスと株価パフォーマンス

　第4節　経営者属性と財務業績
　第5節　業種別動向

第3章	 ファミリービジネスのガバナンス
　第１節　ファミリービジネスのガバナンス
　第2節　ファミリービジネスの事業継続能力とガバナンス
　第3節　ファミリービジネスの内部対立と企業価値の棄損

付録①	 上場ファミリービジネスの業績：総括
付録②	 上場ファミリービジネスの業績：業種別

978-4-561-26712-6　C3034　/　A5 判　290 頁　/　3500 円＋税（予価）

2018

5

平積推奨



2

発売から引き続き好調な売上！ 

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
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 解説

日中関係の改善が期待される中で出版される入門概説書の決定版！　翻訳なが

ら読みやすい文章に仕上がり、日本語版の特典として下記コンテンツも収録！

日本語版へのあとがき　オリジナル版刊行（2016年４月）後の、トランプ政権の誕生

などの地政学的な変動を踏まえ日本への示唆をまとめています。

解説　著名エコノミスト吉崎達彦氏（双日総合研究所チーフエコノミスト）が、日本の

事情も踏まえた、この本の意義と読み方を指南します。

（注文短冊は注文書１枚目の一番下にあります！）

978-4-561-91139-5 　C3033　/　 四六判　412頁　/　定価 2593円＋税（好評発売中！）

『チャイナ・エコノミー』パブリシティ続 ！々
解説の吉崎達彦氏がソニー銀行ウェブサイトMONEYKitの「プロを訪ねて三千里」で尾河眞樹氏（ソニー

フ ィ ナ ン シ ャ ル ホ ー ル デ ィ ン グ ス 執 行 役 員 ） と 対 談 さ れ<http://moneykit.net/market/sanzenri/

sanzenri_180406.html>、昨今の「トランプ劇場」や日本の政治状況の解説をされつつ、『チャイナ・

エコノミー』をご紹介いただいています。

この他、某金融専門誌で書評をご掲載いただける旨、連絡が入っています！

中国関連特設サイトオープン！
『チャイナ・エコノミー』の発売に合わせ、また、今後

も中国関連書籍の出版を予定しているため、「中国関連

経営・経済書籍フォローアップサイト」を立ち上げてい

ます。

http://topic.hakutou.co.jp/china/

こちらに、近年、経済誌の中国特集で必ずと言ってい

いほど寄稿されている高口康太氏の書評や、吉崎達彦

氏の『チャイナ・エコノミー』解説抄録などを掲載！
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映画/日本の俳優	 ５月上旬配本予定	 ご案内済

『三船敏郎、この１０本』
黒澤映画だけではない、世界のミフネ
高
たか

田
だ

雅
まさ

彦
ひこ

（映画評論家）著／三
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プロダクション監修

没後20年が経ちましたが、今も高い人気が高い三船敏郎を論じた決定版！

発売となる５月には「MIFUNE THE LAST SAMURAI」の上映が日本各地で始

まる上、ネットなどでの反響も大きく、また、書店様からのご注文も集まって

います。

２枚目の注文書を映画担当者様にお渡しください！
※ご注文がダブった場合は、多いものを活かします。

978-4-561-51101-4  C1074  /  A5判 480頁  / 3700円＋税　（注文書2枚目）

広告出稿 
今月～来月

日経読書欄	読書人へのおすすめ
5/5	土	 『セレブリティ・コミュニケーション戦略』（予

定）
日経新聞１面下

4/11	水	 『ワーキング心理学』『総合商社の本質』『再生の
経営学』『日系企業の知識と組織のマネジメント』

ご案内済みアイテムの配本スケジュール 
4/15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
ケースでまなぶ財務会計【第８版】
978-4-561-35219-8　2800円＋税

ワーキング心理学
978-4-561-26698-3　6400円＋税

再生の経営学
978-4-561-36221-0　2800円＋税

日系グローバル企業の知識移転メカニズム
978-4-561-26706-5　3500円＋税

総合商社機能の本質
978-4-561-26707-2　3700円＋税

次号までに配本・刊行予定
メコン地域におけるビジネス教育
978-4-561-26710-2　2600円＋税

市場流通に関する諸問題【新訂版】
978-4-561-76218-8　2500円＋税

三船敏郎、この１０本
978-4-561-51101-4　4000円＋税

ファミリービジネスのイノベーション
978-4-561-25711-0　2315円＋税

次号以降の配本・刊行予定
新テキストマイニング入門
978-4-561-26705-8　4500円＋税

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

マーケティング講義ノート
978-4-561-65227-4　2600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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経営学と環境
　今年は例年になく寒かった一方、急激に暖かくなりました。

近年、気候変動が一層激しくなってきているように思われま

す。このような中、ＥＳＧ（環境・社会・ガバナンス）投資やＳ

ＤＧs（持続可能な開発目標）など、環境問題への取り組みが経

営上重要な課題となりつつあります。

　①『再生の経営学』で著者は、廃棄される製品を再資源化し、

流通させる静脈産業や市場を成立させるためには、「再生の経

済」が確立されている必要があるとします。それにあたり、使

用済自動車の再資源化を事例とし、社会的費用の私的費用化

というＣＳＲ（企業の社会的責任）の考え方を整理、そこに求め

られる経営哲学や戦略を追究しています。

　②『静脈産業とマテリアルフローコスト経営』は、経済・環境

負荷の両面で工程や投入原料の見直しを可能にする環境管理

会計の一手法、マテリアルフローコスト会計（MFCA）を扱っ

ています。特に本書は、静脈産業が廃棄物の削減に貢献して

いることをMFCAを用い明らかにしています。なお、この本

もベースとなる事例として使用済自動車を取り上げています。

　物流を、原材料の調達から生産、流通、消費までのプロセ

スの連鎖として管理する「サプライチェーン・マネジメント（Ｓ

ＣＭ）」は広く認知され取り組みも進んでいますが、③『グリー
ンサプライチェーンの設計と構築』は、静脈部分の物流やビジネ

スプロセスの最適化を追究しています。コスト面も踏まえ、

さまざまな切り口からそのあり方を検討し、また、欧州・北米・

中国・タイなどでの取り組みを紹介しています。

　現在でも、環境にまつわるさまざまな情報発信がなされて

いますが、一方向なものも目立つと編著者が言う④『環境コミュ
ニケーションのダイナミズム』は、環境に関連し「当事者間にとっ

て双方向でかつその効果の確認も期待できる内容」のコミュニ

ケーションを追究しています。その発展・深化をどうすすめ

るか、また環境コミュニケーションの議論の際に必要なモデ

ルを検討し、特にアクターの間の「パートナーシップ」「共益」

に注目しています。

　グローバル企業は、先進的な技術や取り組みを広く世界に

移転・普及させることができる主体として有力です。⑤『環境
経営のグローバル展開』で著者たちは新興国子会社への調査を

行い、日本における環境経営が海外事業やサプライチェーン

に移転・普及する取り組みを分析し、そこから環境経営の国

際移転を促進するための政策的な示唆も提示します。 

別添注文書でご注文ください！

①再生の経営学 
自動車静脈産業の資源循環と市場の創造

粟屋仁美	著
A5判　184頁
2800円＋税
978-4-561-26709-6
2018年

②静脈産業とマテリアルフローコ
スト会計

会計理論学会学会賞
受賞（2015年）
木村眞実	著
A5判　248頁
3300円＋税
978-4-561-46176-0
2015年刊

③グリーンサプライチェーンの設
計と構築  
グリーン物流の構築

鈴木邦成	著
A5判　176頁
2381円＋税
978-4-561-74184-8
2010年刊

④環境コミュニケーションのダイ
ナミズム 改訂版 
市場インセンティブと市民社会への浸透

見目洋子・在間敬子	
著
A5判　280頁
2800円＋税
978-4-561-66189-4
2010年刊

⑤環境経営のグローバル展開 
海外事業およびサプライチェーンへの
移転・普及のメカニズム	
【2016年環境経営学会学会賞（学術貢献賞）受賞】

金原達夫・村上一真	
著
A5判　256頁
3200円＋税
978-4-561-26671-6
2015年刊

ロングセラーの深層


