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組織を創るマネジメント・コントロール 

伊藤 克容 著  2019年 発行  

同時1アクセス(本体) ¥8,360 管理会計と密接に重なり合っていたマネジメント・コン
トロールが、企業を取り巻く環境の変化や、経営問題
が高度化するにつれ、どのように変容してきたのかを
考察します。 

同時3アクセス(本体) ¥10,450 

冊子版ISBN 9784502286216 

商品コード 1030590873 

戦略的イノベーション・マネジメント 

田中 克昌 著  2019年 発行 

同時1アクセス(本体) ¥5,940 企業が競争優位を築くために、ユーザーによるイノ
ベーションがもたらす市場支配の影響を考察。企業
が新時代を生き抜くために求められるマネジメントの
処方箋を探求した労作です。 

同時3アクセス(本体) ¥7,425 

冊子版ISBN 9784502291616 

商品コード 1030590874 

エネルギーの未来 ―脱・炭素エネルギーに向けて― 

馬奈木 俊介 著  2019年 発行 

同時1アクセス(本体) ¥6,160 世界人口の増加に伴い、エネルギー消費量も増加し
ます。化石燃料を中心とする現在のエネルギー体勢
ではやがて資源が枯渇するでしょう。これを回避する
ための最新動向と展望を検証します。 

同時3アクセス(本体) ¥7,700 

冊子版ISBN 9784502285219 

商品コード 1030590877 

格付機関の役割と民事責任論 =Die Rolle und zivilrechtliche Haftung 

von Ratingagenturen ―EU法・ドイツ法の基本的視座― 

久保 寛展 著  2019年 発行 

同時1アクセス(本体) ¥10,120 格付機関の歴史的生成過程から説き起こし、ＥＵ法・
ドイツ法上を参照しながら、格付けの失敗に起因す
る投資損失に対する民事上の責任について、その法
的根拠を検討しました。 

同時3アクセス(本体) ¥12,650 

冊子版ISBN 9784502292514 

商品コード 1030590876 

脱コモディティ化を実現する価値づくり 
 ―競合企業による共創メカニズム― 

陰山 孔貴 著  2019年 発行 

同時1アクセス(本体) ¥5,280 日本の製造業が苦しむ「コモディティ化」の罠。本書
ではシャープのヘルシオブランドを事例に、競合企
業と製品価値を共創することで、脱コモディティ化を
実現する方法を探ります。 

同時3アクセス(本体) ¥6,600 

冊子版ISBN 9784502294815 

商品コード 1030590875 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
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イノベーション&マーケティングの経済学 

金間 大介 著  2019年 発行 

同時1アクセス(本体) ¥5,500 
イノベーションの発生から普及までのプロセスに着目
して、各プロセスの詳細をマーケティング論、組織論
などの知見を活用して体系的に整理し、経済学的な
見解を示します。 

同時3アクセス(本体) ¥6,875 

冊子版ISBN 9784502300813 

商品コード 1030682564 

会計の科学と論理 

上野 清貴 著  2019年 発行 

同時1アクセス(本体) ¥12,320 
これまで論じられてきた会計の主題、たとえば測定論
や会計責任説、真実性の原則等に関して、哲学的、
科学的、論理的思考を盛り込んで会計の本質の解
明を試みます。 

同時3アクセス(本体) ¥15,400 

冊子版ISBN 9784502308611 

商品コード 1030682565 

観光と地域振興 ―その実践的応用― 

大久保 あかね 著  2019年 発行 

同時1アクセス(本体) ¥5,500 
観光は重要な国家政策課題となっており、全国の自
治体や大学においてもその意識や取り組みが変わっ
てきています。大学が関わってきた観光や地域振興
への取り組みを紹介します。 

同時3アクセス(本体) ¥6,875 

冊子版ISBN 9784502298417 

商品コード 1030682561 

マネジメント研究への招待 ―研究方法の種類と選択― 

須田 敏子 著  2019年 発行 

同時1アクセス(本体) ¥6,600 
マネジメント（経営学）分野の研究において、研究方
法を適切に理解し、選択することは不可欠です。代
表的な研究事例、各研究方法の強みと弱みなどを紹
介しながら解説しました。 

同時3アクセス(本体) ¥8,250 

冊子版ISBN 9784502296116 

商品コード 1030682563 

損益の区分シフト ―経常利益の調整実態と株価への影響― 

木村 晃久 著  2019年 発行 

同時1アクセス(本体)  ¥9,240 
経営者は「損益の区分シフト」による利益マネジメント
を行っているのか、またそれにより投資家は誤導され
るのか。日本固有の区分損益計算書をもとにした実
証研究により解明します。 

同時3アクセス(本体) ¥11,550 

冊子版ISBN 9784502294419 

商品コード 1030682562 

2019年10月 
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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 

日本の税制と財政 林 宏昭 2019 9784502295515 ¥5,500 ¥6,875 1030831417 

グローバル・ツーリズム = Global tourism 姜 聖淑 2019 9784502300714 ¥5,720 ¥7,150 1030831418 

企業評価論入門 = Business analysis and valuation 奈良 沙織 2019 9784502299612 ¥5,940 ¥7,425 1030831419 

会社を伸ばす株主還元 石川 博行 2019 9784502304118 ¥6,600 ¥8,250 1030831420 

国際取引における準拠法・裁判管轄・仲裁の基礎知識 大塚 章男 2019 9784502296819 ¥6,160 ¥7,700 1030831421 

東アジアのケーブルテレビ 
 ―政府企業間関係から見る社会的役割の構築過程― 

米谷 南海 2019 9784502289118 ¥7,040 ¥8,800 1030990067 

小売業のグローバル・イノベーション 
 ―競争的相互作用と創造的適応― 

白 貞壬 2019 9784502298615 ¥6,600 ¥8,250 1030990068 

公会計テキスト 黒木 淳 2019 9784502295218 ¥5,720 ¥7,150 1030990069 

老舗企業の存続メカニズム ―宮大工企業のビジネスシステム― 曽根 秀一 2019 9784502299810 ¥8,360 ¥10,450 1030990070 

消費税「増税」の政治過程 岩崎 健久 2019 9784502308710 ¥9,460 ¥11,825 1030990071 

外資系製薬企業の進化史 
 ―社会関係資本の活用と日本での事業展開― 

竹内 竜介 2018 9784502246517 ¥6,600 ¥8,250 1030823138 

事例研究アメーバ経営と管理会計 庵谷 治男 2018 9784502257612 ¥10,120 ¥12,650 1030823139 

会計情報と資本市場 ―変容の分析と影響― 浅野 敬志 2018 9784502250415 ¥11,000 ¥13,750 1030823140 

財務制限条項の実態・影響・役割 
 ―債務契約における会計情報の活用― 

中村 亮介 2018 9784502250910 ¥9,240 ¥11,550 1030823142 

小さな会社の大きな力 ―逆境を成長に変える企業家的志向性(EO)― 
（大阪経済大学研究叢書） 

江島 由裕 2018 9784502241819 ¥5,720 ¥7,150 1030823143 

日本のエクイティ・ファイナンス 鈴木 健嗣 2017 9784502233715 ¥13,200 ¥16,500 1030823137 

何がベンチャーを急成長させるのか ―経営チームのダイナミズム― 小林 英夫 2017 9784502235818 ¥6,600 ¥8,250 1030823141 

2019年 新規配信タイトル 
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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。 

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。 

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。 

政府・自治体・パブリックセクターの公監査基準 

著編者名 鈴木  豊 発行年 2004 

同時1アクセス（本体） ¥13,200 同時3アクセス（本体） ¥16,500 

冊子版ISBN 9784502199103  商品コード 1025649767 

【2004（平成16）年度 日本内部監査協会「青木賞」受賞】「公の資金(公金)」としての租税の収入とその支出につ
いての監視と評価が国民・納税者から要請されています。このために開示される情報には信頼性の保証が必
要とされ、公監査の機能が求められることになります。本書では、特に政府・地方自治体監査の構造を検討し、
そのフレームワークとその内容を明らかにして、「公監査基準」の体系と具体的要件を明らかにしていきます。 

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！ 

好評配信中タイトル 
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経営学入門 （1） 
同時1アクセス(本体) ¥3.630 同時3アクセス(本体) ¥4.840 

冊子版ISBN 9784502384103  商品コード 1008060886 
経営学の基本的考え方、経営学思想の発展・変化についての理解をもとに、戦略経営のパースペク
ティブからみた現代企業経営の様々な課題についてわかりやすく解説する、経営学基本テキストの決
定版。 

2019年10月 

■経営学イノベーション  

十川  廣國 著  2006年 発行  

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 

国際ビジネス入門 （1） 9784502396908 ¥8,624  ¥12,936  1013749072 

国際ビジネス理論 （2） 9784502396106 ¥8,008  ¥12,012  1013749073 

グローバル企業の市場創造 （3） 9784502664700 ¥8,008  ¥12,012  1013749074 

サービス産業の国際展開 （4） 9784502664601 ¥9,856  ¥14,784  1013749075 

国際ビジネス研究の新潮流 （5） 9784502398100 ¥9,856  ¥14,784  1013955228 

5冊揃価格 
同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

¥44,352 ¥66,528 

■シリーズ国際ビジネス  
江夏  健一 著 2008年 発行  

3冊揃価格 
同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

¥10,890 ¥14,520 

好評配信中タイトル 

経営戦略論 （2） 
同時1アクセス(本体) ¥3.630 同時3アクセス(本体) ¥4.840 

冊子版ISBN 9784502384202  商品コード 1008060887 
現代の企業経営の課題とその解決に対する考え方の理解をめざすシリーズ。２巻では、戦略経営の
パースペクティブから、戦略論発展の系譜、主要理論、経営戦略と組織のインタラクション、グローバ
ル化戦略などを解説する。 

経営組織論 （3） 
同時1アクセス(本体) ¥3.630 同時3アクセス(本体) ¥4.840 

冊子版ISBN 9784502384301  商品コード 1008060888 
現代の企業経営の課題とその解決に対する考え方の理解をめざすシリーズ。３巻では、経営組織の
特徴や基礎概念・構造と、組織運営の基本的テーマを明確にし、組織が抱える現代的課題と政策を
解説する。 
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【首都圏】 〒105-0022  東京都港区海岸1-9-18  国際浜松町ビル TEL: 03-6367-6080　FAX: 03-6367-6185

【関東甲信越】

　神奈川静岡営業部 〒244-0805 横浜市戸塚区川上町85-1　N&Fビル4階 TEL: 045-827-2571　FAX: 045-827-2579

　筑波営業部 〒305-0005 つくば市天久保4-6-4 TEL: 029-851-6000　FAX: 029-851-4310

　首都圏営業部 〒190-0011 立川市高松町3-1-5　新立川ビル5階 TEL: 042-512-8511　FAX: 042-512-9630

【北海道・東北】

　札幌営業部 〒004-8502 札幌市清田区北野6条1-4-60 TEL: 011-884-8222　FAX: 011-884-8250

　仙台営業部 〒980-8566 仙台市青葉区一番町2-10-17 仙台一番町ビル3階 TEL: 022-222-1133　FAX: 022-265-7516

　盛岡営業所 〒020-0015 盛岡市本町通1-9-14  JT本町ビル2階 TEL: 019-654-1051　FAX: 019-654-1359

【東海・北陸】

　名古屋営業部 〒460-0008 名古屋市中区栄1-24-15  JPR名古屋伏見ビル5階 TEL: 052-209-2602　FAX: 052-209-2614

　金沢営業部 〒920-0024 金沢市西念1-1-3   コンフィデンス金沢5階 TEL: 076-231-3155　FAX: 076-231-3299

【関西】

　大阪営業部 〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-5-28    久太郎町恒和ビル4階 TEL: 06-6251-2622　FAX: 06-6251-2588

　京都営業部 〒616-8533 京都市右京区太秦上刑部町10  大日本印刷（株）京都工場内 TEL: 075-863-5321　FAX: 075-863-5352

　神戸営業部 〒657-0856 神戸市灘区岩屋南町4-36  岩屋ビル TEL: 078-389-5311　FAX: 078-389-5312

【中四国】

　岡山営業部 〒700-0822 岡山市北区表町1-3-50 TEL: 086-231-2262　FAX: 086-231-4370

　松山営業所 〒790-0806 松山市緑町2-10-10  FURUMOTOビル1階 TEL: 089-941-5279　FAX: 089-933-7754

　広島営業部 〒730-0037 広島市中区中町7-23  住生平和大通り第2ビル6階 TEL: 082-247-2252　FAX: 082-247-1576

【九州】

　福岡営業部 〒815-0031 福岡市南区清水2-15-11 TEL: 092-561-1831　FAX: 092-561-1854

　長崎営業所 〒852-8102 長崎市坂本1-8-33 TEL: 095-843-0355　FAX: 095-843-0333

　熊本営業所 〒860-0804 熊本市中央区辛島町8-23　桜ビル辛島町3F TEL: 096-312-0533　FAX: 096-241-8801

　沖縄営業所 〒900-0021 那覇市泉崎1-12-7  不動産会館ビル6階 TEL: 098-861-4837　FAX: 098-863-0090

 

◆お問い合わせ、 ご注文は最寄りの弊社支店 ・ 営業部 ・ 営業所までお願いします。

丸善雄松堂株式会社  学術情報ソリューション事業部　Maruzen eBook Library 担当

〒105-0022 東京都港区海岸 1-9-18 国際浜松町ビル　TEL: (03)6367-6008　FAX: (03) 6367-6184

e-mail: ebook-i@maruzen.co.jp ホームページ：http://yushodo.maruzen.co.jp
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