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統計学への招待  
―大学生・社会人に必要な知識― 

三品 勉 著  2018年発行 

現役で教養統計学を教える教授陣が、総
力をあげて伝える統計学の世界。分かり
やすく体系的で初心者に最適である。イ
ンターネットを介した演習が効果的であり
出色の基本書といえる。 

同時1アクセス 
（本体） 

¥5,280 同時3アクセス 
（本体） 

¥7,920 

商品コード 1030760073 冊子版ISBN 9784419065133  

M&A会計の実務  

竹村 純也 著  2018年発行 

図表「パーチェス・ジャーニー」に沿って、
M＆A会計の実務に必要な会計処理と注
記の基礎が理解できる。企業結合会計の
２度の改正もカバー。３７の図表と、２４の
注記の記載例を収録。 
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書名 著編者名 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

おひとりさまの死後事務委任 島田 雄左 2018  9784419065294  ¥4,224  ¥6,336  1030760079  

民法への招待 第5版 池田 真朗 2018  9784419065324  ¥6,336  ¥9,504  1030760081  

信託の法制度と税制 葭田 英人 2017  9784419064174  ¥5,544  ¥8,316  1030760065  

生保会社の経営課題 小藤 康夫 2018  9784419065072  ¥6,336  ¥9,504  1030760072  

はじめて相続を扱う税理士のための相続税申告に係る資料
の収集と分析 

中島 朋之 2018  9784419065218  ¥6,336  ¥9,504  1030760078  

現代英国税制 酒井 翔子 2018  9784419065317  ¥9,768  ¥14,652  1030760080  

社会福祉法人の事務処理体制の向上支援業務 岩波 一泰 2018  9784419065485  ¥8,976  ¥13,464  1030760083  

2019年 新規配信タイトル 

同時1アクセス 
（本体） 

¥6,600 同時3アクセス 
（本体） 

¥9,900 

商品コード 1030760071 冊子版ISBN 9784419065010 

原価計算 改訂版 
清水 孝 著  2017年発行 

原価計算の初学者に向けて、基本的な原価計算の理論および計算技術を解説。さらに、調査
によって明らかになった、日本企業が実施している原価計算実務の概要も紹介。 

同時1アクセス（本体） ¥7,392 同時3アクセス（本体） ¥11,088 

商品コード 1030760067 冊子版ISBN 9784419064556 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
http://www.zeikei.co.jp/
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● 表示価格は税抜きです。 2019年10月 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

AI技術による倒産予知モデル×企業格付け 白田 佳子 2019  9784419065980  ¥7,128  ¥10,692  1030760084  

Q&A海外進出・海外子会社・越境取引の税務 
 ―よくある疑問を徹底解説― 

徳山 義晃 2019  9784419066178  ¥7,128  ¥10,692  1030760086  

企業間管理と管理会計 ―サプライチェーン・マネジメント
を中心として―（関西学院大学研究叢書 第195編） 

浜田 和樹 2018  9784419064921  ¥8,448  ¥12,672  1030760068  

ゼロからスタート簿記入門 渡辺 竜介 2018  9784419065003  ¥7,392  ¥11,088  1030760070  

会計基準の考え方 ―学生と語る23日― 西川 郁生 2018  9784419065171  ¥6,864  ¥10,296  1030760075  

労務トラブルから会社と従業員を守る就業規則の作り方 
保険サービス 
システム 

2018  9784419065201  ¥4,752  ¥7,128  1030760077  

インドの会計・税務・法務Q&A 第3版 
（海外進出の実務シリーズ） 

新日本有限責任
監査法人 

2017  9784419064914  ¥18,700  ¥28,050  1029684258  

中国の会計・税務・法務Q&A （海外進出の実務シリーズ） 
新日本有限責任
監査法人 

2014  9784419061098  ¥15,400  ¥23,100  1029684259  

シンガポールの会計・税務・法務Q&A 第3版 
（海外進出の実務シリーズ） 

新日本有限責任
監査法人 

2014  9784419061227  ¥14,300  ¥21,450  1029684260  

現代の経営学 菊池 敏夫 2018  9784419064938  ¥7,128  ¥10,692  1030760069  

多国籍企業とグローバルビジネス 改訂版 林 倬史 2017  9784419064259  ¥7,920  ¥11,880  1030760066  

学校法人ハンドブック ―設立・会計・税務―8訂版 実藤 秀志 2018  9784419065379  ¥5,280  ¥7,920  1030760082  

産業クラスターの進化とネットワーク ―ファッション産業 
クラスター「東大門市場」と「原宿」の比較制度分析― 

許 伸江 2018  9784419065157  ¥9,768  ¥14,652  1030760074  

財務会計の重要論点 
桜井 久勝 著  2019年発行 

税経通信」の好評連載を書籍化。財務諸表がより深く理解できるよう、理念・基礎理論まで遡り
解説した基本書。 

同時1アクセス（本体） ¥7,392 同時3アクセス（本体） ¥11,088 

商品コード 1030760085 冊子版ISBN 9784419066161 

租税法令の読み方・書き方講座 
青木 丈 著  2018年発行 

税理士として民間登用され、法制執務に従事した著者の経験を基に、税理士及び学生向けに
租税法令の読み方・法的文章の作成力が身に付くよう丁寧に解説。 

同時1アクセス（本体） ¥6,336 同時3アクセス（本体） ¥9,504 

商品コード 1030760076 冊子版ISBN 9784419065188  
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