2019

商事法務

https://www.shojihomu.co.jp/

No. 172

出版案内

書籍の
ご注文
について
◎ご注文は、全国の書店・生協・ネット書店をご利用ください。
◎当社に直接ご注文いただく場合は、ホームページの「購入案内」からお願いいたします。

株式会社 商事法務

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町3-9-10 茅場町ブロードスクエア

TEL: 03-5614-5643 FAX: 03-3664-8844
URL: https://www.shojihomu.co.jp/
E-mail: order@shojihomu.co.jp

2019. 2 刊行予定

平成 30 年人事訴訟法・
家事事件手続法等改正 国際裁判管轄法制の整備
一問一答

【編著】 内野 宗揮（法務省大臣官房参事官兼民事局参事官）

平成31年4月1日より施行される
「人事訴訟法等の一部を改正する法律」
。国際的要素を有する人事訴訟
事件及び家事事件につき、いかなる場合に我が国の裁判所が審理・裁判することができるか。国際裁判
管轄法制を整備した本改正法の全容を、立案担当者が一問一答形式で解説する、実務家必携の一冊。
A5判並製／232頁／本体3,200円＋税

ISBN978-4-7857-2698-0

M&A、ベンチャー投資での
知的財産デュー・デリジェンス
【著】 﨑地 康文（アンダーソン・毛利・友常・法律事務所 弁護士）

知的財産権の基礎知識についてのコンパクトな解説をふまえ、事業会社によるM&A、ベンチャー・キャ
ピタルによるベンチャー投資の際に不可欠な、知的財産デュー・デリジェンスのポイントを実践的に解
説するとともに、ベンチャー企業が知的財産デュー・デリジェンスに備える際の留意点も整理する。
A5判並製／350頁／予価3,600円＋税

ISBN未定

IoT･AIの法律と戦略〔第 2 版〕
【編著】 福岡 真之介（西村あさひ法律事務所 弁護士）

IoTとAIシステム構築、パーソナルデータ・ビッグデータの取扱い、AIによる事故の対応などに必要にな
る法律をわかりやすく体系的に解説。あわせて、IoTとAIに関する技術動向やAI・データの利用に関す
る契約ガイドラインを紹介し、最新ビジネスに活用していく上での法務戦略を示す。
A5判並製／330頁／予価3,000円＋税

ISBN未定

準共有株式についての権利の行使に
関する規律 事業承継の場面を中心に
【著】 仲 卓真（京都大学大学院法学研究科特定助教）

ドイツ法の関連規定から明治期の立法資料にまで及ぶ緻密な検討を踏まえ、会社法106条の目的を解
明し、その解釈論を提示。さらに同条と民法の共有規定の関係を明らかにして、同族会社の事業承継
場面を念頭に、準共有株式の権利行使に関する規律のあり方と法的構成を理論的に示す。
A5判上製／448頁／本体9,000円＋税

ISBN978-4-7857-2702-4

02

指名諮問委員会・
報酬諮問委員会の実務〔第 2 版〕

【編著】 澤口 実（森・濱田松本法律事務所 弁護士）
＝渡辺 邦広（同）

人事・法務の担当者、秘書室や経営トップ、社外役員、さらには専門アドバイザーまで、多様な関係者
がかかわる指名諮問委員会・報酬諮問委員会など任意の委員会について、基本的な考えからテクニカ
ルな問題点までを広範に解説。初版のデータをアップデートするとともに、記述の見直しも行った。
A5判並製／280頁／本体2,800円＋税

ISBN978-4-7857-2699-7

法務担当者のための

契約実務ハンドブック
【編】 辺見 紀男（サンライズ法律事務所 弁護士）
＝武井 洋一（明哲綜合法律事務所 弁護士）

2020年4月1日施行予定の改正民法
（債権関係）に対応するための契約実務について、重要性が高い
約250の厳選されたQ&Aをリズミカルに展開。Qに対するAを端的に示し、やさしくかつコンパクトに解
説する。施行間際に重要論点だけおさらいしたい方にとってもためになる1冊。
A5判並製／272頁／本体2,800円＋税

別冊商事法務

No. 439

ISBN978-4-7857-2700-0

株主総会想定問答集

〔2019年版〕

【著】 河村 貢・豊泉貫太郎（弁護士）
・河和哲雄（弁護士）
・蜂須優二（弁護士）
・岡野谷知広（弁護士）

刊行後30年以上にわたり愛読されている株主総会準備書籍の決定版。総会実務について、法制度・実
務に則した解説と、総会本番での想定問答を収録している。2019年版は、働き方改革関連法や、改訂
コーポレートガバナンス・コード等、新な法制度や指針に対応した想定問答を追加。
B5判並製／820頁／予価5,700円＋税

別冊商事法務

ISBN未定

招集通知・議案の記載事例
〔平成 31年版〕
No. 440

【編】 プロネクサス ディスクロージャー相談第一部

招集通知、参考書類の作成における制度の解説と各社の取組みを、豊富な記載事例とともに紹介する
株主総会準備の定番書。各種法令にのっとった標準的な記載に加え、平成31年版ではCGコードの改
訂や投資家と企業の対話ガイドライン等も意識した最新の事例を収録。
B5判並製／750頁／予価5,300円＋税

ISBN未定
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2019. 1 新刊

一問一答

成年年齢引下げ

【編著】 笹井 朋昭（法務省民事局参事官）
＝木村 太郎（名古屋地方裁判所豊橋支部判事補（前法務省民事局付））

平成30年の法改正により、成年年齢が20歳から18歳へ引き下げられる一方、女性の婚姻開始年齢が
18歳へ引き上げられることとなった。年齢要件を定める他の法令への影響の有無や、成年年齢の引下げ
実施に向けた若年者保護の環境整備など、法改正の具体的内容と趣旨につき、立案担当者が解説する。
A5判並製／224頁／本体2,800円＋税

ISBN978-4-7857-2691-1

〔全訂版〕
M&A法大全（上）
【編】 西村あさひ法律事務所

多様化・高度化が続くM&Aの各分野で、最先端の実務にかかわる法律家が、M&Aをめぐる様々な論点
を、判例・裁判例や学説の状況とあわせて紹介しつつ、最新の実務や慣行についても論じる。上巻では、
全体像をつかむため、M&A取引を取り巻く法制度を体系的・網羅的に解説する。
A5判上製／1332頁／本体9,500円＋税

ISBN978-4-7857-2686-7

〔全訂版〕
M&A法大全（下）
【編】 西村あさひ法律事務所

多様化・高度化が続くM&Aの各分野で、最先端の実務にかかわる法律家が、M&Aをめぐる様々な論点を、
判例・裁判例や学説の状況とあわせて紹介しつつ、最新の実務や慣行についても論じる。下巻では、実
務面をM&A取引の流れや要素にそって解説するとともに、最先端分野の取引を類型的に整理・紹介する。
A5判上製／1160頁／本体9,500円＋税

ISBN978-4-7857-2687-4

信託法をひもとく
【著】 佐久間 毅（同志社大学大学院司法研究科教授）

信託法に特徴的な規律を理論的に整序することを通して、信託の本質を浮き彫りにすることに力点を置
くとともに、現行信託法で想定される法的紛争も意識して、信託法の規定や考え方を検討する。
「NBL」
連載の論文に加筆、修正を行い一書にまとめた。
A5判並製／230頁／本体3,600円＋税

ISBN978-4-7857-2693-5
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株主総会判例インデックス
【著】 本村 健（岩田合同法律事務所 弁護士）
＝冨田 雄介（同）＝森 駿介（同）＝山田 康平（同）

最新の裁判例を含む123件の重要判例を厳選し、体系化。各判例の事実関係、要旨、位置づけなどを
見開き2頁で整理し、
「実務上の対応」欄で、判例やソフトロー等をふまえた最先端の株主総会実務の
勘所をコンパクトに解説する。株主総会当日までの準備を漏れなく進めるためだけでなく、投資家との
対話の観点から判例を体系的に理解するためにも最適な、総会担当者・弁護士必携の書。
A5判並製／272頁／本体2,800円＋税

ISBN978-4-7857-2694-2

合同会社の法と実務
【編著】 森本 滋（弁護士法人 中央総合法律事務所 オブカウンセル 京都大学名誉教授）

近年、利用されることが多くなっている合同会社について、必ずしも解釈が明確ではない法規定が存す
る。研究者と実務家が法理論と解釈の精緻化を図り、実務上の課題とその解決策を提示する。実務で必
要とされる定款例を多く収録し、登記手続まで詳細に記述するなど、合同会社制度利用の際の必携書。
A5判並製／424頁／本体4,800円＋税

ISBN978-4-7857-2697-3

データの法律と契約
【著】 福岡 真之介（西村あさひ法律事務所 弁護士）
＝松村 英寿（同）

データ取得・取引やデータプラットフォームのストラクチャを構築するにあたって、欠かすことのできな
い知的財産法や個人情報保護法をはじめとした、さまざまな法規制の知識を明らかにし、新たなビジネ
スに活用するための方法や留意点を解説。
A5判並製／440頁／本体4,200円＋税

ISBN978-4-7857-2696-6

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／本体5,000円＋税

ISBN978-4-7857-2692-8

05

独禁法のフロンティア
我が国が抱える実務上の課題

【編】 上杉 秋則（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 シニア・コンサルタント／元公正取引委員会事務総長）

＝山田 香織（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

弁護士）

第一線で活躍する研究家、著名事件を扱う実務家等が独禁法に関する幅広いテーマを取り上げ、現在
問題となっている実務上の課題とその解決の方向性を指し示す論集。
A5判並製／424頁／本体5,700円＋税

ISBN978-4-7857-2690-4

本物の再建弁護士の道を求めて
弁護士村松謙一の仕事の流儀

【著】 村松 謙一（光麗法律事務所代表 弁護士）

会社再建に関心を抱く弁護士、金融マンには志や情 熱を、苦境に立つ会社経営者には勇気と希望
を……、再建弁護士35年、
「会社救済は人生の救済」を信条とし、100を超える会社を蘇らせてきた著者
が贈る心に響くヒストリー。
四六判並製／368頁／本体2,800円＋税

ISBN978-4-7857-2689-8

上村達男先生古稀記念

公開会社法と資本市場の法理
【編】 尾崎 安央（早稲田大学教授）
=川島 いづみ（同）＝若林 泰伸（同）

早稲田大学の研究者、上村教授から直接指導を受けた研究者のみならず、他大学の研究者・法曹27名
が、現今の主要テーマを鋭く論じた力作を寄稿。公開会社法 総論、株主・株主権、ガバナンス・内部統制・
監査、企業情報の開示、企業買収・組織再編、金融・資本市場の各領域で構成。
A5判上製／804頁／本体15,000円＋税

ISBN978-4-7857-2695-9

成長戦略と企業法制

成長戦略法制

イノベーションを促進する企業法制設計
【編】 成長戦略法制研究会

成長戦略がもたらす各種の企業法制の変革に対し企業及びその関係者がいかに実務現場で向き合う
のかについて、企業に信頼できる処方箋の提供を目指した
「成長戦略と企業法制」シリーズの最新刊。
本書では、イノベーションを促進する企業法制の在り方について、各界の第一人者による高水準の議論
を展開。
A5判並製／288頁／本体3,400円＋税

ISBN978-4-7857-2683-6
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別冊NBL

日本企業のための
国際仲裁対策
No. 167

【著】 関戸 麦（森・濱田松本法律事務所 弁護士）

海外展開が急速に進む日本企業にとり、避けては通れない国際仲裁手続。本書は、主要な仲裁機関規
則および仲裁法規の比較、仲裁手続と民事訴訟手続の異同等の解説を通して、国際紛争解決の専門家
が、国際仲裁手続の流れやポイントとなる局面での対応上の留意点を示した実務で役立つ手引書である。
B5判並製／300頁／価格未定

別冊NBL

No image

ISBN未定

実務担当者のための欧州データコン
プライアンス GDPRからeプライバシー規則まで
No. 168

【編著】 岡田 淳（森・濱田松本法律事務所 弁護士）
＝田中 浩之（同）
＝杉本 武重（Bird & Bird LLP）

GDPR対応の実践的アクションプランからデータマッピングの実践的進め方等まで、プライバシーポリ
シーや同意書等の豊富な具体的規程のひな形や書式を盛り込み解説。さらに、現在制定に向けて動いて
いる欧州のeプライバシー規則案のポイントや留意点ををわかりやすく紹介する。
B5判並製／300頁／予価4,000円＋税

ISBN未定

07

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

▶

（2019. 1. 1）
1137
号

【主要目次】
［新春座談会］ ジェネラル・カウンセルと企業の法務機能
北島 敬之／杉山 忠昭／本間 正浩／牛島 信

［特集］ 2019年ビジネスローの展望

［特集］ プロファイリングに関する提言案
パーソナルデータ＋α研究会
▶

（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）

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。

1138（2019. 1. 15）
号

［シンポジウム］ データ利活用のための政策と戦略
渡部 俊也／宍戸 常寿／岡田 淳

［論説］ 内部通報制度認証制度は日本企業にどのような
メリットをもたらすか 井上 俊介

※12冊分を収納する専用ファイル（有料）
もあります。

株主総会・開示書類の事例と分析

資料版／商事法務

▶

（2018. 12月）
417
号

【主要記事】
［視点］

武田薬品工業とアルパインの臨時株主総会
定時株主総会の延会・継続会を開催した事例
──平成 29年７月総会〜平成30 年６月総会──
株主総会関係書類における不祥事法令違反等特殊記載事例
──日経 500 採用銘柄の平成30 年６月総会409社──

［報酬ウォッチング 第8回］ 緊急対談

有報，CG報告書から読み解く日産問題

──現行報酬開示制度の死角── 澁谷 展由／阿部 直彦

［最近の裁判動向］

IHI有価証券報告書等虚偽記載に係る損害賠償請求事件・
上告審判決（最一判平30・10・11）
（原審：東京高判平29・２・23，原々審：東京地判平26・11・27）
（月刊）発行／A4判／平均250頁／
毎月25日

（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。

◎平成30年６月総会◎

監査役選任議案の事例分析
株主質問（4,082問）

●11月株主総会
〔会社法に基づく書類の事例と分析〕
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。

