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2018年 新規配信タイトル！

中央経済社

原価企画とトヨタのエンジニアたち

同時1アクセス(本体) ¥8,800

同時3アクセス(本体) ¥11,000

冊子版ISBN 9784502247811 

著編者名 小林 英幸 発行年 2017 商品コード 1028112534

本書は、原価企画を実践するエンジニアの発想を理解しようとした初の試みです。経理マターと思われてい
る原価企画に対して、トヨタ自動車の技術者はどのように取り組んでいるのでしょうか？インタビューとアン
ケートの結果、理詰めの目標が与えられれば、エンジニアは「良品廉価」の実現に向けた努力を惜しまない
ことがわかりました。

医療管理会計 ―医療の質を高める
管理会計の構築を目指して―

同時1アクセス(本体) ¥9,680

同時3アクセス(本体) ¥12,100

冊子版ISBN 9784502482908 

著編者名 衣笠 陽子 発行年 2013 商品コード 1028112545

課題が山積する医療機関経営に管理会計は救世主となりうるか？医療を対象とした管理会計研究は、近
年原価計算を中心に知見が蓄積されつつありますが、本書は、医療機関の経営をシステムとして構成する
医療管理会計の構築を目的としています。医療機関の経営課題や制度的環境をもとに経営の特徴を解明
し、真に医療の向上に資するマネジメント・システムを提示します。

■メルコ学術振興財団研究叢書 シリーズ

松下幸之助と稲盛和夫に学ぶ
リーダーシップの本質

同時1アクセス(本体) ¥7,040

同時3アクセス(本体) ¥8,800

冊子版ISBN 9784502132711 

著編者名 加藤 靖慶 発行年 2014 商品コード 1028112547

昭和の「経営の神様」である松下幸之助氏、平成の「経営の神様」である稲盛和夫氏の言動や決断を分析
し、両者に共通する「人間尊重の経営」から、日本企業にあるべきリーダーシップやマネジメントの本質を新
しい視点で解き明かします。リーダーになる人、リーダーを育てる人に向け、リーダーの意識改革、強い
ニューミドルマネジャーの育成にも言及しました。

アメーバ経営の管理会計システム

同時1アクセス(本体) ¥8,360

同時3アクセス(本体) ¥10,450

冊子版ISBN 9784502470608 

著編者名 潮 清孝 発行年 2013 商品コード 1028112552

時間あたり採算をはじめとするアメーバ経営における管理会計システムの歴史的な形成プロセスおよび現
場における実践を明らかにした研究書です。京セラ経営研究所(京都市山科区)の協力のもと、ヒアリング調
査や京セラの社内報および本社経営管理通達などを丹念に読み込んでまとめました。研究者だけでなく実
務家にも有用な一冊です。

■中京大学大学院ビジネス・イノベーション シリーズ



● 表示価格は税抜きです。 2018年11月

2017年 配信タイトル!

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

監査の品質 ―日本の現状と新たな規制― 町田 祥弘 2018 9784502262715 ¥8,800 ¥11,000 1028112553

マンガビジネスの生成と発展 岡田 美弥子 2017 9784502229411 ¥6,160 ¥7,700 1028112535

資産の交換・買換えの課税理論 阿部 雪子 2017 9784502998201 ¥19,800 ¥24,750 1028112536

インターネット時代の広告の機能・効果と展開 高橋 秀雄 2017 9784502221712 ¥7,920 ¥9,900 1028112537

原子力発電と会計制度 金森 絵里 2016 9784502179815 ¥8,360 ¥10,450 1028112549

持分の会計 ―負債・持分の区分および資本取引・損益取引の区
分―

池田 幸典 2016 9784502194719 ¥10,560 ¥13,200 1028112550

創業者一族の経営とコーポレート・ガバナンス 今村 明代 2016 9784502206313 ¥7,040 ¥8,800 1028112551

戦略経営における予算管理 堀井 悟志 2015 9784502156311 ¥8,360 ¥10,450 1028112548

実践自治体財政の経済分析 衣笠 達夫 2013 9784502486906 ¥5,720 ¥7,150 1028112538

財務会計研究の回顧と展望 徳賀 芳弘 2013 9784502468001 ¥14,520 ¥18,150 1028112539

自社株買いと会計情報 島田 佳憲 2013 9784502467806 ¥9,240 ¥11,550 1028112543

ドイツのコーポレート・ガバナンス 海道 ノブチカ 2013 9784502470202 ¥6,600 ¥8,250 1028112544

消費税の政治力学 岩崎 健久 2013 9784502074608 ¥10,120 ¥12,650 1028112546

eコマース・ビジネス ―その展開と動向― 高橋 秀雄 2012 9784502694103 ¥7,920 ¥9,900 1028112541

経営理念の機能 ―組織ルーティンが成長を持続させる― 槇谷 正人 2012 9784502694707 ¥6,600 ¥8,250 1028112542

金融商品取引法の開示制度 ―歴史的変遷と制度趣旨―（大阪
経済大学研究叢書）

小谷 融 2010 9784502991202 ¥13,200 ¥16,500 1028112540

2018年 新規配信タイトル！

地方創生のための地域金融機関の
役割 ―金融仲介機能の質向上を目指

して―

同時1アクセス(本体) ¥6,600

同時3アクセス(本体) ¥8,250

冊子版ISBN 9784502252716 

著編者名 家森 信善 発行年 2018 商品コード 1028112532

地域経済を支える中小企業の生産性を向上させ、地方創生を実現していくため地域金融機関の役割に期待が高まって
います。独立行政法人経済産業研究所(RIETI)で実施してきた研究プロジェクトでは、全国の地域金融機関の支店長向け
に大規模なアンケート調査を実施し、約3,000人から回答を得ました。本書は、その結果に基づき、地域金融の現場の事
業性評価への取り組みの現状と課題を明らかにし、人事評価改革などの処方箋を提示しています。

脱「原発・温暖化」の経済学

同時1アクセス(本体) ¥6,380

同時3アクセス(本体) ¥7,975

冊子版ISBN 9784502241314 

著編者名 明日香 壽川 発行年 2018 商品コード 1028112533

原子力発電や地球温暖化問題に関するさまざまな議論に対して、はじめから「脱原発」ありきではなく、脱原発と原発推
進の両方の議論を客観的なデータをもとに経済学的に丁寧に分析しました。脱原発、脱温暖化と経済成長の同時達成が
可能であることを、最新の知見とともに示しています。原発問題に関心をもつ一般市民でも読めるように、やさしく丁寧に
解説しました。



● 表示価格は税抜きです。 2018年11月

シリーズ各種 好評配信中！

■経営学イノベーション シリーズ

■シリーズ流通体系 シリーズ

■講座・経営教育 シリーズ

書名 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

経営学入門 （1） 9784502384103 ¥3,630 ¥4,840 1008060886

経営戦略論 （2） 9784502384202 ¥3,630 ¥4,840 1008060887

経営組織論 （3） 9784502384301 ¥3,630 ¥4,840 1008060888

書名 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

実践経営学 （1） 9784502667800 ¥10,472 ¥15,708 1013955233

経営者論 （2） 9784502667909 ¥11,704 ¥17,556 1013749092

経営教育論 （3） 9784502668005 ¥11,088 ¥16,632 1013955234

著 十川 廣國 2006年

著 日本経営教育学会 2009年

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

小売業の業態革新 （1） 石井 淳蔵 2009 9784502668807 ¥9,856 ¥14,784 1013749077

流通チャネルの再編 （2） 崔 相鐵 2009 9784502668906 ¥9,856 ¥14,784 1013955235

小売企業の国際展開 （3） 向山 雅夫 2009 9784502669002 ¥9,856 ¥14,784 1013749078

地域商業の競争構造 （4） 加藤 司 2009 9784502669101 ¥8,624 ¥12,936 1013749079

日本の流通政策 （5） 石原 武政 2009 9784502669200 ¥8,624 ¥12,936 1013749080

3冊揃価格
同時1アクセス（本体）

¥10,890
同時3アクセス（本体）

¥14,520

3冊揃価格
同時1アクセス（本体）

¥33,264
同時3アクセス（本体）

¥49,896

5冊揃価格

同時1アクセス（本体）
¥46,816

同時3アクセス（本体）
¥70,224
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IR就活 ―就活生の誰もやっていない会社研究の極意―

著編者名 前澤 秀忠 発行年 2013

同時1アクセス(本体) ¥3,300 同時3アクセス(本体) ¥4,400

冊子版ISBN 9784502481901 商品コード 1018868022

プロの投資家が使っているIR情報を使えば、本当に良い会社、自分に合った会社がきっと見つかる。現代の就活の兵法書「IR」を使った会社研
究の極意を、企業の実例を挙げながら解説する。書き込み式「就喝レッスン」も収録。

就活のリアル ―いまどき就活の歩き方―

著編者名 福与 弘己 発行年 2012

同時1アクセス(本体) ¥2,640 同時3アクセス(本体) ¥3,520

冊子版ISBN 9784502698408 商品コード 1018868016

なぜ就職できない人が多いのか、企業はどのような人材を求めているのか、その自己分析・自己PRは本当に正しいのか…。延べ1万人以上と
面接をした著者が、これからの就活戦略の思考法を伝授する。自己PR作成表つき。

就活のための自分マーケティング ―戦略的思考で内定を勝ちとる! = Self-marketing for your job 

hunting : get an official job offer by strategic thinking―
著編者名 佐藤 正弘 発行年 2011

同時1アクセス(本体) ¥3,135 同時3アクセス(本体) ¥4,180

冊子版ISBN 9784502691607 商品コード 1018868014

就職活動とは自分自身をマーケティングすること。マーケティングの理論や思考法を用いて、就職活動を実践する方法を解説する。先輩たちの
エントリーシート例も収録。

就活生向けの書籍も配信中！

新興大国ロシアの国際ビジネス
―ビジネス立地と企業活動の進化―

著編者名 今井 雅和 発行年 2011

同時1アクセス(本体) ¥7,040 同時3アクセス(本体) ¥8,800

冊子版ISBN 9784502683404 商品コード 1022706151

巨大市場に眠る経営資源をいかに活用するか。激しく変化するロシア市場で外国企業はどのように事業を行っ
ているのか。ロシアにおける国際ビジネスの進展を踏まえ、新興市場ビジネス論を構築する。

地方自治体の業績監査

著編者名 石川 恵子 発行年 2011

同時1アクセス(本体) ¥7,040 同時3アクセス(本体) ¥8,800

冊子版ISBN 9784502435201 商品コード 1022706163

日本の地方自治体において、財政赤字を克服するための業績監査が実施されなかったのはなぜか。その原因
を解明し、先進事例である英国のVfM監査を監査論から考察することで、日本の地方自治体の3E監査のあり方
を提示する。

品質コストの管理会計

著編者名 梶原 武久 発行年 2008

同時1アクセス(本体) ¥7,480 同時3アクセス(本体) ¥9,350

冊子版ISBN 9784502282409 商品コード 1022706180

日本企業はなぜ品質コストを利用するのか？ 品質コストの利用によって何がもたらされるのか？ 日本的品質
コストの現状や課題を管理会計的な観点から解明する本格的実証分析。

学術的評価の高い研究書を順次電子化中！
各学会賞受賞書籍にご注目ください！

2011(平成23)年

国際ビジネス研究学会賞

2008(平成20)年

日本管理会計学会賞

2008(平成20)年

日本原価計算
研究学会賞

2012(平成24)年

日本公認会計士協会
学術賞

2011(平成23)年

国際公会計学会賞


