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HAKUTO SHOBO Coming Soon BOOK NEWS

経営戦略	 ７月上旬配本予定	 初ご案内

戦略ロジックを可視化するVRICマップ［仮］
ほんとうに使える経営戦略分析ツール
藤
ふじ

原
わら

 武
たけし

（近畿大学産業理工学部教授）  著

巷に成功している会社を取り上げる記事や本はあふれているが、その成功を客観的、普遍的に説明し

ているものは少ない。経営学では、特定の戦略がうまく機能する論理を戦略ロジックという。

本書は、著者が考案した、戦略ロジックを可視化するツール「VRICマップ」（V：価値創造、R：リスク、I：

無形資産、C：キャッシュ）について、第Ⅰ部で使い方を解説、さらに５社の事例にあたり分析の実際を

示す。また第Ⅱ部では、このマップを理論的に検証し、競争戦略論における位置づけを検討する。

これまで難しかった、ポジショニングアプローチと資源アプローチの双方による検討を一枚の図で可

能とし、しかもそこに事業リスクも織り込めるVRICマップ。実務での活用が大いに期待されるツー

ルの、利用方法から理論的裏付けを一冊にまとめ貴重。

目次（仮）
第Ⅰ部	 基本編
　第1章　ビジネスシーンを変えるVRICマップ
　第2章　VRICマップを使った分析事例
	 １．アパレルメーカー３社
	 ２．空調メーカー３社
	 ３．まとめ

第Ⅱ部	 理論編
　第３章　キャッシュ・ジェネレーターとリスクマネジメント
　第４章　先行研究
　第５章　VRICマップの位置づけ
　第６章　VRICマップの可能性と展望

978-4-561-24713-5　C3034　/　A5判　160頁　/　1852円＋税（予価）

経営戦略/経営者	 ６月下旬配本予定	 初ご案内

経営者と研究開発［仮］
栗
くり

原
はら

道
みち

明
あき

（ＩＱＶＩＡソリューションズジャパン企画渉外部長）  著

特に先端科学における研究開発は長期にわたり、また巨額の投資も求められるため、その過程におい

て経営的に極めてインパクトの大きい意思決定が発生する。しかし経営学では、マーケティングや組

織などで行われている「事実的判断」については、多くの議論や研究がなされているものの、このよう

な研究開発における意思決定でしばしば行われている、「不確実性下における」「価値的判断」について

の研究はほとんど見当たらない。

本書は、このような研究開発プロセスにおける経営者の意思決定を取り上げ、オーラルヒストリーと

いう手法を用い、ある製薬企業の事例について追究、その経緯を明らかにする。

製薬企業に限らず、経営者は価値的判断を必要とされる。それを考えるヒントとなろう。

978-4-561-26714-0　C3034　/　A5判　216頁　/　3800円＋税（予価）
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中国経済/中国事情	 ７月上旬配本予定	 初ご案内

アジア発ビジョナリーシリーズ
格差から見える中国［仮］
急激な社会変動が引き起こした「光と影」の政治経済学
李

り

 養
やん

浩
ほ

（高麗大学 平和と民主主義研究所教授）   著／李
り

 智
ち

雄
うん

（三菱 UFJ モルガン・スタンレー
証券シニアエコノミスト） 監訳／杉

すぎ

山
やま

直
なお

美
み

（翻訳家） 訳

日本のGDPの2倍を超えても高い経済成長が続く中国。副作用として経済格差が極めて大きく広がり、

アキレス腱の一つとして、近年、日本でも一般に知られるようになってきた。

改革開放政策により地域間などにおける格差が拡大する一方、それを補正する税制や社会保障制度の

整備が追い付いておらず、危険水域と言われる水準まで高まった状態が続いている。

本書は、このような格差について、さまざまな切り口から実証的な分析を行い、また、その要因につ

いて戸籍制度や民族、教育、さらには親の職業などまでさかのぼり現状を明らかにする。

『故事成語で読み解く中国経済』（日経BP社刊）の著者が監訳者で、解題において、最新の統計データを

踏まえつつ、今後の格差、そして経済社会の行方を語る。

巨大な中国の裏側を深く知るのに好適！

目次（仮）
第１章	 中国の歴史上の格差と貧困
第２章	 中国における経済の格差
第３章	 中国における格差の光と影
第４章	 再分配と社会保障

第５章	 CGSS（中国総合社会調査）データで見る中国の格差
第６章	 CHFS（中国家計金融調査）データで見る中

国の格差と再分配
監訳者解題

978-4-561-92303-9　C3033　/　A5判　240頁　/　3300円＋税（予価）

【書店様へ】旧版在庫（新版が昨年7月以降に出版）ご確認ください！
［旧］よくわかる	独立行政法人会計基準	改訂第３版

978-4-561-34200-7　5500円＋税 
▼

［新］よくわかる	独立行政法人会計基準	改訂第４版
978-4-561-34216-8　5500円＋税

［旧］よくわかる	国立大学法人会計基準	第７版
978-4-561-36209-8　5800円＋税 
▼

［新］よくわかる	国立大学法人会計基準	第８版
978-4-561-34217-5　5800円＋税

［旧］会計学・簿記入門	第12版
978-4-561-35205-1　2800円＋税 
▼

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

［旧］ケースでまなぶ財務会計	第７版
978-4-561-35202-0　2800円＋税 
▼

［新］ケースでまなぶ財務会計	第８版
978-4-561-35219-8　2800円＋税

［旧］市場流通に関する諸問題	新増補版
978-4-561-76193-8　2381円＋税 
▼

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

その他パブリシティ
『セレブリティ・コミュニケーション戦略』

宣伝会議６月号
『三船敏郎、この１０本』	

映画ナタリー	https://natalie.mu/eiga
5/11金	 朝日新聞夕刊文化面

平積推奨
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『チャイナ・エコノミー』が日経新聞（5/5付）読書面「この一冊」に掲載！
本日5/5付の日本経済新聞読書欄の「この一冊」

で『チャイナ・エコノミー』が書評されました。

書評者は中国経済研究の第一人者、丸川知雄教

授(東京大学社会科学研究所）で、

「今日の中国経済を理解するために必要な知識

をまんべんなく説明しており、通読すれば中国

の経済問題をその背景から理解できるようにな

るだろう」

「本書が日本における行き過ぎた中国悲観論を

修正するきっかけになることを願ってやまな

い」

のようにこの本の意義も含め、大変高く評して

いただいています。

これを受け、全国の書店様で強い動きが出てい

ます。

また、引き続き書評等が出るものと思われます

ので、在庫確認をよろしくお願いいたします！

（注文短冊は、注文書1枚目一番下にあります）

広告出稿	
今月～来月

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

『チャイナ・エコノミー』
5/2	火	 東京新聞１面下

『三船敏郎、この１０本』
5/27	日	 産経新聞１面読書欄
5/24	木	 毎日新聞（関西以西は26	土）
6/2	土	 日経新聞読書面

ご案内済みアイテムの配本スケジュール	 5/15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
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　3700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

マーケティング講義ノート
978-4-561-65227-4　2600円＋税

ファミリービジネス白書	2018年版
978-4-561-26712-6　3500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

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



4

http://www.hakutou.co.jp/     TEL:03-3836-4781     FAX:03-3836-9370   

２０１７年度下期有力アイテム
2017年度下期刊行アイテムでは、①『チャイナ・エコノミー』
が非常に好調な売れ行きとなっています。

複数の高名な中国経済研究者、さらに、中国に精通した記者

やジャーナリストの方からも高く評価を受けており、第3面で

は日経書評に掲載された旨をご紹介しましたが、まだまだ書

評が出るものと思われます。このような、内容のクオリティ

の高さや扱うテーマの重要性からロングで動くと思います。

平積みから外れた後も棚で回していただけるようお願いいた

します。

②『ワーキング心理学』は大部ですが、キャリアカウンセラーの
方に高く評価されているようです。働くことを生きるための

手段としてだけでなく、尊厳ある仕事に、すべての人が就く

ことを目指すための理論をまとめています。

③『東芝不正会計事件の研究』で著者は、「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」と言います。

本書は東芝の不祥事群について、さまざまな公開資料・報道

を多面的に突き合わせ、「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も検証し、そ

の空洞化について警鐘を鳴らしています。

④『IT会計帳簿論』では、会計データを連携させることで、監

査の大幅な質の向上や借入が容易になるなどの極めて大きな

メリットを引き出せる、ということを示し、それを実現する

ために必要な社会システムを、必要な政策を含め提案し提案

しています。

著者は現在、日本公認会計士協会常務理事、千葉商科大学大

学院会計ファイナンス研究科教授等を務めています。

⑤『贅沢の法則』は、経済発展の段階に合わせ、伝統社会に始

まる「古典法則」、経済成長の離陸期に始まる「近代法則」、大

衆消費社会の成立に合わせ始まる「現代法則」の３つに分類し、

それぞれに固有の現象とメカニズム、またそれらの併存の関

係性を提示しています。

著者インタビューが「宣伝会議」１月号に、書評がダイヤモン

ド・チェーンストア12月号に掲載されました。

３枚目の一覧注文書（書名に＊印）でご注文を！

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

クローバー	著・東方雅
美	訳・吉崎達彦	解説
四六判　412頁
2593円＋税
978-4-561-91139-5
2018年２月刊

②キャリアを超えて ワーキング心理学 
働くことの心理学的アプローチ

ブルスティン	編著/
渡辺三枝子	監訳
B5判　448頁
6400円＋税
978-4-561-26698-3
2018年３月刊

③東芝不正会計事件の研究 
不正を正当化する心理と組織

樋口晴彦	著
A5判　312頁
3300円＋税
978-4-561-26693-8
2017年12月刊

④ IT 会計帳簿論 IT会計帳簿が変える
経営と監査の未来

中村元彦	著
A5判　328頁
3800円＋税
978-4-561-36220-3
2018年２月刊

⑤贅沢の法則 
消費ユートピアの透視図

田村正紀	著
四六判　290頁
2315円＋税
978-4-561-62225-3
2017年11月刊

ロングセラーの深層


