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～真に心の糧となり、よくわかり、すぐに役に立つ同文舘の本～ 

経営監査論 ―内部監査の機能的展開としての経営監査研究― 

著編者名 可児島 俊雄 発行年 1970 

同時1アクセス（本体） ¥13,906 同時3アクセス（本体） ¥20,859 

冊子版ISBN 9784495123536  商品コード 1029452723 

本書は企業のあらゆる機能や領域にわたり，経営管理を実質的かつ継続的に評定すること
を論究し，その具体的方法論をも実証。経営監査の生成と発展，本質と機能，方法と展開の
三部構成。 

会計測定論 ―不信解消会計の構築― 

著編者名 中野 勲 発行年 1987 

同時1アクセス（本体） ¥16,368 同時3アクセス（本体） ¥24,552 

冊子版ISBN 9784495138417  商品コード 1029452725 

諸出資者が企業に提供した貨幣資本が，経営者の過失や不正，経営活動の非効率のため
に喪失するのではないかという不信を解消させるための会計測定法を説く。 

情報監査論 

著編者名 古賀 智敏 発行年 1990 

同時1アクセス（本体） ¥19,201 同時3アクセス（本体） ¥28,802 

冊子版ISBN 9784495153311  商品コード 1029452728 

高度情報化社会に対応した新しい監査理論の総合的・体系的理論を解説。ディスクロー
ジャーの拡充に照応した監査および監査報告において利用者サイドに視点を向けた監査を
想定する。 
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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 

戦後日本の会計制度形成と展開 （拓殖大学研究叢書） 嶋 和重 2007 9784495189518 ¥14,663  ¥21,994  1029452743 

長崎造船所原価計算生成史 豊島 義一 2006 9784495187712 ¥25,575  ¥38,362  1029452742 

企業倒産と再生 太田 三郎著 2004 9784495370817 ¥16,368  ¥24,552  1029452754 

気象・太陽黒点と景気変動 住田 紘 2004 9784495437817 ¥13,640  ¥20,460  1029452756 

日本原価計算理論形成史研究 建部 宏明 2003 9784495180317 ¥18,755  ¥28,132  1029452741 

マーケティング学の生誕へ向けて  
（神奈川大学経済貿易研究叢書） 

上沼 克徳 2003 9784495639518 ¥11,935  ¥17,902  1029452760 

船荷証券と傭船契約書 ―貿易実務―新補１５版 浜谷 源蔵 2003 9784495670405 ¥11,935  ¥17,902  1029452761 

現代労務管理成立史論 小林 康助 2001 9784495368210 ¥10,230  ¥15,345  1029452753 

英語通信文の歴史 ―英国の英文レターマニュアルに見る商用
通信文の移り変わり―（神奈川大学経済貿易研究叢書） 

稲津 一芳 2001 9784495676711 ¥20,801  ¥31,201  1029452762 

アメリカ鉄道管理会計生成史 
 ―業績評価と意思決定に関連して― 

高梠 真一 1999 9784495163617 ¥10,912  ¥16,368  1029452739 

会計政策の法則 ―会計行動の特性と背景― 星野 一郎 1999 9784495163815 ¥14,939  ¥22,409  1029452740 

アメリカ経営史学の研究 （工業経営研究叢書） 

著編者名 榎本 悟 発行年 1990 

同時1アクセス（本体） ¥11,587 同時3アクセス（本体） ¥17,381 

冊子版ISBN 9784495347819  商品コード 1029452747 

本書は経営史学そのものに対する方法論的な研究書で，ハーバード大学のビジネス・ヒストリー，企業者史学，そし
てチャンドラー教授の経営史の方法などを対象に検討を行なっている。 

学際会計学 ―記号・経済・経営分野との相互浸透― 

著編者名 石井 薫 発行年 1991 

同時1アクセス（本体） ¥19,201 同時3アクセス（本体） ¥28,802 

冊子版ISBN 9784495154417  商品コード 1029452729 

会計学の隣接分野との相互浸透をめざし，「学際レベル」の相互浸透だけでなく「行際レベル」の相互浸透にも目を
向けて説く。社会問題に対応する新たな会計理論の枠組を知るために最適。 

2 



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 
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp 
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く） 

● 表示価格は税抜きです。 2019年2月 

管理会計の世紀  
著編者名 伊藤 博 発行年 1992 

同時1アクセス（本体） ¥17,548 同時3アクセス（本体） ¥26,321 

冊子版ISBN 9784495156213  商品コード 1029452732 

管理会計がもつ原理・方法・特質，ならびに管理会計が抱えている問題のルーツを，その生成・発展過程の中に求
め，明らかにし，管理会計のあり方を考察する。 

会計歳時記  
著編者名 久野 光朗 発行年 1993 

同時1アクセス（本体） ¥15,890 同時3アクセス（本体） ¥23,835 

冊子版ISBN 9784495157111  商品コード 1029452735 

簿記・会計に固有な歴史的事項をはじめ，他の分野からの簿記観・会計観も知れるよう経営・文学・思想など様々
な世界史上の出来事も織り込みながら，１月から12月までを書き綴る。 

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 

ケンブリッジ経済学研究 ―マルサス・ケインズ・スラッファ― 
（南山大学経済研究叢書） 

中矢 俊博 1997 9784495433215 ¥16,238  ¥24,357  1029452755 

管理原価計算の史的研究 中根 敏晴 1996 9784495161118 ¥14,663  ¥21,994  1029452738 

日本型鉄鋼システム ―危機のメカニズムと変革の視座― 十名 直喜 1996 9784495360214 ¥11,253  ¥16,879  1029452749 

ドイツ統一と公企業の民営化 ―国鉄改革の日独比較― 
（叢書転換期の企業） 

桜井 徹 1996 9784495360818 ¥13,299  ¥19,948  1029452750 

鉄鋼生産システム ―資源，技術，技能の日本型諸相― 十名 直喜 1996 9784495361013 ¥12,958  ¥19,437  1029452751 

アメリカ労使関係論 （広島修道大学学術選書） 森川 訳雄 1996 9784495362010 ¥20,524  ¥30,786  1029452752 

製造物責任の基礎的研究 中村 弘 1995 9784495462215 ¥26,485  ¥39,728  1029452757 

小売競争の理論 小西 滋人 1995 9784495621667 ¥11,935  ¥17,902  1029452758 

情報公開制度としての現代会計 山地 秀俊 1994 9784495159412 ¥21,520  ¥32,280  1029452737 

マ－ケティング経済研究序説 ―Ｅ・Ｔ・グレサ－の研究― 西村 栄治 1994 9784495632618 ¥10,912  ¥16,368  1029452759 

予算統制システム ―その有効性に関する研究― 伊藤 善朗 1993 9784495156916 ¥14,898  ¥22,347  1029452733 
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武具甲冑紀行<１> 
著編者名 土井 輝生 発行年 2000 

同時1アクセス（本体） ¥16,368 同時3アクセス（本体） ¥24,552 

冊子版ISBN 9784495975913  商品コード 1029452763 

世界各地に保存されている武具甲冑を紹介。本書では，日本を主に，韓国，中国，チベット，ブータン，タイ，マレー
半島，インド，台湾，ローマ，北欧を取り上げ，写真とともに解説。 

武具甲冑紀行<２> 
著編者名 土井 輝生 発行年 2000 

同時1アクセス（本体） ¥16,368 同時3アクセス（本体） ¥24,552 

冊子版ISBN 9784495976019  商品コード 1029452764 

『武具甲冑紀行１』の続編。本書では，ヨーロッパとアメリカで保存されている武具甲冑を写真とともに紹介する。武
具甲冑の側面から世界の歴史に光を当てる。 

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 

ドイツ実体維持会計論 （広島修道大学学術選書） 中田 清 1993 9784495158415 ¥20,524  ¥30,786  1029452736 

英国のＭ＆Ａ 村松 司叙 1993 9784495355913 ¥19,201  ¥28,802  1029452748 

会計情報の意味と構造 山本 真樹夫 1992 9784495155711 ¥14,237  ¥21,355  1029452731 

監査理論研究 ―監視・監督・監査の統合理論― 碓氷 悟史 1992 9784495157012 ¥14,898  ¥22,347  1029452734 

企業実体維持会計論 菊谷 正人 1991 9784495155315 ¥18,540  ¥27,810  1029452730 

アメリカ管理会計史（上） ―萌芽期－生成期― 上総 康行 1989 9784495151515 ¥12,579  ¥18,869  1029452726 

アメリカ管理会計史（下） ―萌芽期－生成期― 上総 康行 1989 9784495152215 ¥15,890  ¥23,835  1029452727 

技術の理論 ―現代工業経営問題への技術論的接近― 
（工業経営研究叢書） 

宗像 正幸 1989 9784495345013 ¥15,890  ¥23,835  1029452746 

財務分析の研究 古川 浩一 1988 9784495340414 ¥16,368  ¥24,552  1029452745 

ドイツ資金計算書論 伊藤 清己 1985 9784495134310 ¥19,778  ¥29,667  1029452724 

運転資本管理 （現代企業財務シリ－ズ 古川栄一編） 市村 昭三 1975 9784495300326 ¥15,345  ¥23,017  1029452744 
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