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定型約款の実務Q&A
）
【著】 村松 秀樹（法務省民事局民事第二課長（元法務省民事局参事官）
＝松尾 博憲（弁護士（元法務省民事局付））

民法
（債権関係）改正によって新設された
「定型約款」のルール。今後生起するであろう実務上の問題点を
取り上げ、立案の趣旨を踏まえるといかなる解釈が導かれるのか、立案担当者がQ&A形式で示す。旧法
下の裁判例がなく、学説上の議論も定まらない現在において、今後の実務のよりどころとなる一冊。
A5判並製／224頁／本体3,000円＋税

ISBN978-4-7857-2677-5

新しい取締役会議事録作成の実務
＝仁科 秀隆（同）
＝山田 和彦（同）
＝中島 正裕（同）
【著】 中村 直人（中村・⻆田・松本法律事務所 弁護士）

かつて形骸化していた取締役会は、CGコード施行後に社外役員が増えたこと等により、実質的な議論の
場へと変化してきている。取締役会の中で意見が出て原案が修正された場合・否決された場合・継続審
議になった場合等を念頭に、豊富な記載例を示しながら、これからの新しい議事録作成のあり方を示す。
A5判並製／212頁／本体2,600円＋税

一問一答

ISBN978-4-7857-2675-1

平成30年商法改正

）
【編著】 松井 信憲（法務省大臣官房国際課長（元法務省民事局参事官）
＝大野 晃宏（法務省民事局参事官）

平成30年5月に成立した
「商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律」は、運送・海商関係の
規定を119年ぶりに全面的に見直すものである。多岐にわたる改正の趣旨・内容につき、立案担当者が一
問一答形式で解説する。条文の実質的な対応関係を示す新旧対照表を収載した、実務家必携の一冊。
A5判並製／344頁／本体4,000円＋税

ISBN978-4-7857-2678-2

金融商品取引法コンメンタール 1

定義・開示制度〔第 2 版〕

【編著】 神田 秀樹（学習院大学教授）
＝黒沼 悦郎（早稲田大学教授）＝松尾 直彦（東京大学大学院法学政治学研究
科客員教授・西村あさひ法律事務所 弁護士）

金融商品取引法上の定義、企業内容等の開示、公開買付け・大量保有報告の開示等について解説した
本巻を、2017年金融商品取引法改正
（株式等の取引の高速化への対応、取引所グループの業務範囲
の柔軟化、フェア・ディスクロージャー・ルール）を踏まえ、最新の判例・文献にアップデートして改訂。
A5判上製／1108頁／本体13,000円＋税

ISBN978-4-7857-2679-9

02

民法とつながる商法総則・商行為法〔第 2 版〕
【編著】 北居 功（慶應義塾大学教授）
＝高田 晴仁（同）

「民法とのつながりのもとに商法総則・商行為法を説く画期的な基本書」として好評を得た初版を、民法
（債権法）および商法
（運送・海商法）の改正を踏まえてアップデート。従来の商法上の規範を民法の中
に取り込む
「民法の商法化」が生じている昨今、わが国の私法体系を理解するために必読の一冊。
A5判並製／464頁／本体3,900円＋税

ISBN978-4-7857-2667-6

働き方改革とこれからの時代の労働法
【編著】 菅野 百合（西村あさひ法律事務所 弁護士）
＝阿部 次郎（同）＝宮塚 久（渥美坂井法律事務所・外国法共同事
業 弁護士）

【著】 西村あさひ法律事務所労働法グループ

「働き方改革」は政府の最重要政策であるとともに、あらゆる業界・規模の企業において重要な経営課
題となっている。本書は、企業が取り組むべき
「働き方改革」の内容を幅広くかつ詳細に解説しつつ、日
本型雇用システムの変化に伴う
「これからの時代」の労働法における問題点を紹介する。
A5判並製／350頁／予価3,000円＋税

ISBN未定

実践！ 債権保全・回収の
実務対応〔第 2 版〕

【監修】 中井 康之（堂島法律事務所 弁護士） 【編著】 大川 治（同）
＝奥津 周（同）
【著】 堂島法律事務所

好評書の第2版。平常時から倒産手続開始時まで、取引先の信用状態のステージに応じた債権保全・
回収策の全体像を理解できる。近時の法改正や重要判例などをカバーし、債権法改正については、改
正内容の紹介にとどまらず、実務的な視点で一歩踏み込んで解説する。
A5判並製／550頁／予価5,500円＋税

ISBN未定

海外進出企業のための
外国公務員贈賄規制ハンドブック
【編】 森・濱田松本法律事務所 グローバルコンプライアンスチーム

日本企業がグローバルな展開をしていく際、大きなリスクとなりうる外国公務員贈賄規制について、各
国の規制の現状や執行状況およびコンプライアンス体制整備のポイントを体系的に整理・解説した実
務指針。具体的な問題に直面した場合の対応策についてはQ&A形式でわかりやすく解説する。
A5判並製／424頁／本体4,800円＋税

ISBN978-4-7857-2676-8

03

2018. 10 新刊

逐条解説

製造物責任法〔第 2 版〕

【編】 消費者庁消費者安全課

平成6年の製造物責任法施行から四半世紀を経て、民法
（債権関係）改正に伴い第5条
（期間制限規定）
が改正されたことを契機として、初版刊行から約24年ぶりに全面改訂。重要判例を多数解説するほか、
製造物責任法策定当時の重要資料を厳選して掲載する。法曹実務家、事業会社担当者、必携の一冊。
A5判並製／288頁／本体3,200円＋税

ISBN978-4-7857-2672-0

会社法コンメンタール

第15巻 持分会社（２）

【編】 神田 秀樹（学習院大学教授）

会社法第3編
（持分会社）の第5章から第8章まで
（614条から675条まで）の各条文
（持分会社の計算
等、定款の変更、解散および清算に関する規定）の注釈を収載。第14巻
（2014年刊）と本巻で、持分会
社に関するすべての条文をカバーする。待望のシリーズ最新刊。
A5判上製函入／288頁／本体5,000円＋税

ISBN978-4-7857-2668-3

契約法の現代化Ⅱ
民法の現代化

【著】 山本 敬三（京都大学教授）

第１巻『契約規制の現代化』で明らかになった契約規制の現況をふまえ、そこで形成されつつある契約
規制の法理を明らかにする。主に2007年から2013年の間に公表した11編の論文を収録。契約責任法
を含め、特に債権法改正を視野に入れながら、民法の現代化の方向性を検討する。
A5判上製／480頁／本体9,200円＋税

ISBN978-4-7857-2666-9

ブロックチェーンビジネスと
ICOのフィジビリティスタディ

【編著】 小笠原 匡隆（法律事務所ZeLo 弁護士）

ブロックチェーンビジネスを、どのような戦略で展開すべきか、どのような法律に注意すべきかを、体系
的・具体的に解説するとともに、ICOについても詳説。ブロックチェーンビジネスの立上げやM&A、ICO
の実施等を検討している企業の各部門と関係法律家のための最初の一冊として最適の書。
A5判並製／408頁／本体3,900円＋税

ISBN978-4-7857-2674-4

04

Fintech 法務ガイド〔第 2 版〕
【編】 片岡 義広（片岡総合法律事務所 弁護士）
＝森下 国彦（アンダーソン・毛利・友常 法律事務所 弁護士）
【編集担当】 河合 健（同）
＝関端 広輝（同）＝高松 志直（片岡総合法律事務所 弁護士）＝田中 貴一（同）

2017年4月に施行された資金決済法の改正法、同年5月に成立した銀行法等改正法など、初版刊行以
降の法改正等の動向を反映して全体をアップデートするとともに、いくつかのトピックについては、新し
い章を設けて解説。フィンテック分野にかかわる法律実務家やビジネスパーソン必携の書。
A5判並製／480頁／本体4,200円＋税

ISBN978-4-7857-2669-0

企業不祥事のケーススタディ
実例と裁判例

【編】 中央総合法律事務所

企業法務を専門とする弁護士、会社法の研究者が、前半では、実際に起きた不祥事を題材に、その背
景・原因について考察する。後半では役員への責任追及が問題となった裁判例を紹介し、法的な論点、
実務的な対応などについて解説する。企業の役員およびその事務局スタッフ等、必携の書。
A5判並製／384頁／本体4,400円＋税

ISBN978-4-7857-2671-3

よくわかる投資協定と仲裁
【編】 フレッシュフィールズブルックハウスデリンガー法律事務所

EU・日本間のEPA・TPP11の署名など、勢いをみせる投資協定。その活用法を仲裁経験豊富な弁護士
陣がわかりやすく解説。多様な事例に加え、投資先選定・仲裁人選択の基準など、これからの海外投
資戦略に不可欠な情報を惜しみなく掲載。CASEで全体の流れも把握できる、実務担当者必携の書。
A5判並製／200頁／本体2,500円＋税

ISBN978-4-7857-2670-6

わかりやすい米国民事訴訟の実務
【編著】 関戸 麦（森・濱田松本法律事務所 弁護士）
【著】 高宮 雄介（同）
＝森田 茉莉子（同）＝片桐 大（同）

日本の民事訴訟よりもはるかに多くの労力および費用を必要とする米国民事訴訟について、経験豊富
な弁護士が実務の勘所・視点をわかりやすく示す。米国民事訴訟に巻き込まれてしまった、あるいは、
米国民事訴訟を回避したい日本企業をサポートする弁護士、企業の実務担当者にとっての座右の書。
A5判並製／288頁／本体3,800円＋税

ISBN978-4-7857-2673-7

05

事業再生研究叢書17

中小企業の事業承継と事業再生
【編】 事業再生研究機構

対応を迫られている事業承継の現状と課題について、各分野第一線の実務家が掘り下げた最先端の討
論を再現。ガイドラインや周辺手法の検討、事業承継税制の改正要点、事業再生との架橋や産業競争
力強化法改正の問題も盛り込んだ、関係者必読の実務書。
A5判並製／230頁／予価3,000円＋税

別冊商事法務

ISBN未定

任意の指名委員会・
報酬委員会の実態調査

No. 435

【編】 祝田法律事務所

2018年6月のコーポレートガバナンス・コード改訂により、任意の指名委員会・報酬委員会の設置が、
より一層求められることとなった。本書ではJPX400を対象に、委員会の設置状況や活動内容・諮問事
項の傾向を分析。また、各企業の運用実態を一覧表にして収録する。
B5判並製／250頁／予価4,100円＋税

別冊商事法務

No. 436

ISBN未定

取締役会評価の実態分析（仮題）

【編】 中央総合法律事務所（仮）

コーポレートガバナンス・コードは補充原則4-11③において、
「取締役会の実効性評価と、評価結果の
概要の開示」を要求している。本書は、各企業の評価手法やプロセス、開示内容などについて分析。ま
た、主な企業の招集通知・CG報告書における記載内容を表にまとめて収録。
B5判並製／200頁／予価3,600円＋税

ISBN未定
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No image

雑誌のご案内

基礎から先端まで経済と法律を架橋する取引実務の法律ガイド

NBL

▶

（2018. 10. 1）
1131
号

【主要目次】
［論説］ 成年年齢の引下げ等を内容とする民法一部改正
法の概要 笹井 朋昭／木村 太郎／福崎 有沙

電子取引システム障害についての証券取引所の法的責
任（上） ハラルド・バウム／アンドレアス・マーティン・フレックナー

／角田 美穂子

AI時代の著作権 山本隆司
［新連載］ 企業の一生プロジェクト

宍戸 善一／大崎 貞和／木下 信行／中原 裕彦／水町 勇一郎
／渡辺 徹也

（月2回）発行／B5判／平均80頁／
毎月1日・15日

定期購読料：
【年間】本体28,000円＋税（送料込）
【半年】本体14,500円＋税（送料込）

▶

（2018. 10. 15）
1132号
号

【主要目次】

データベース使用料：
【年間】本体16,800円＋税
【半年】本体 8,400円＋税
※データベースは、定期購読料に加えてのご契約となります。
※12冊分を収納する専用ファイル（有料）
もあります。

［特集］ カメラ画像の保護と利活用をめぐる法的・技術
的課題 宍戸 常寿／小川 久仁子／星 周一郎／菊池 浩明／
若目田 光生／渡邊 涼介
［新連載］ 英文契約検討のViewpoint 大胡 誠

株主総会・開示書類の事例と分析

資料版／商事法務

▶

414（2018. 9月）
号

【主要記事】
［視点］

ガバナンス改革の棚卸し
2018 年改訂後のコーポレートガバナンス・コードに基づ
く開示事例と分析
英国コーポレートガバナンス・コードと改訂の概要
──日本企業は英国コーポレートガバナンス・コード改訂
から何を学ぶべきか──
付：英国コーポレートガバナンス・コード
（邦訳）

株主提案権の事例分析
──平成 29年７月総会〜平成30年６月総会──
付：株主提案議案付議会社一覧表

［最近の裁判動向］

（月刊）
発行／A4判／平均250頁／
毎月25日

みずほ証券等に対する粉飾決算損害賠償請求控訴事件
──東京高判平30・３・23
（原審：東京地判平28・12・20）──
●８月株主総会〔会社法に基づく書類の事例と分析〕

（送料込）
定期購読料：
【年間】本体 43,000円＋税
※１冊売りはできません

データベース使用料：
【年間】本体21,600円＋税
※データベースは、定期購読料に加えてのご契約となります。

定期購読
について

総会概況／招集通知／株主総会参考書類
事業報告／計算書類／監査報告書

NBL（エヌ・ビー・エル）
、資料版／商事法務とも、弊社にお申し込みいただく直接購読制となります。
ご注文・お問い合わせは、商事法務 営業部までお願いいたします。
TEL: 03-5614-5651 FAX: 03-3664-8844 E-mail: order@shojihomu.co.jp
見本誌をご希望の場合は、上記アドレスにてお申し付けください。
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商事法務 好評既刊

最近の重版から
会社法書式集

【編】 阿部・井窪・片山法律事務所

A5判並製／632頁／本体5,500円＋税
ISBN978-4-7857-2546-4 2017年8月刊

詳解

改正民法

【編】 潮見 佳男＝千葉 惠美子＝

片山 直也＝山野 目章夫

ITビジネスの契約実務

【著】 伊藤 雅浩＝久礼 美紀子＝高瀬 亜富

A5判並製／272頁／本体3,000円＋税
ISBN978-4-7857-2494-8 2017年2月刊

裁判例から考える
システム開発紛争の法律実務

【著】 難波 修一＝中谷 浩一＝松尾 剛行＝

尾城 亮輔

A5判並製／592頁／本体6,500円＋税
ISBN978-4-7857-2632-4 2018年5月刊

A5判並製／384頁／本体4,600円＋税
ISBN978-4-7857-2493-1 2017年2月刊

破産申立マニュアル〔第２版〕

必携

【編】 東京弁護士会倒産法部

債権法を実務から理解する21講

【編】 虎門中央法律事務所
【著】 柴田 征範＝板垣 幾久雄＝臺 庸子＝

浜本 匠＝林田 健太郎＝塗師 純子

A5判並／480頁／本体4,000円＋税
ISBN978-4-7857-2249-4 2015年2月刊

企業法務入門テキスト

ありのままの法務

【編著】 経営法友会 企業法務入門テキスト

編集委員会

A5判並製／272頁／本体2,600円＋税
ISBN978-4-7857-2405-4 2016年4月刊

一問一答
民法
（債権関係）
改正
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