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2019. 3 刊行予定

一問一答

新しい相続法

平成30年民法等
（相続法）
改正、遺言書保管法の解説
【編著】 堂薗 幹一郎（法務省民事局民事法制管理官）
＝野口 宣大（法務省民事局総務課長）

平成30年7月に成立した民法等
（相続法）
の改正法及び遺言書保管法により、これまでの相続法制が大
きく見直されるとともに、自筆証書遺言に係る遺言書保管制度が新設されることとなった。国民生活に
大きな影響を与えうる
「新しい相続法」
の全体像について、立案担当者が一問一答形式で明らかにする。
A5判並製／296頁／本体3,200円＋税

ISBN978-4-7857-2707-9

企業労働法実務相談
【監修】 森 倫洋＝志村 直子＝藤田 美樹
【編】 西村あさひ法律事務所

労働問題・労務問題が関係する、M&A、事業再生、危機管理、ファイナンス、海外事業展開、税務、個
人情報保護、知的財産権等の多岐に亘る局面における、労働法上の論点と実務上の解釈・対応を、第
一線の専門家が詳述。企業の人事労務・法務の担当者だけでなく経営企画の担当者も必読の一冊。
A5判並製／516頁／本体5,700円＋税

ISBN978-4-7857-2704-8

株主総会・取締役会・監査役会の
議事録作成ガイドブック〔第 2 版補訂版〕

【編】 三井住友信託銀行証券代行コンサルティング部

第2版刊行後、
関係省庁による指針等の公表が相次ぎ、
企業はガバナンスへの取組みをより深化させるこ
とが求められている。
各企業が取締役会・株主総会等各機関が審議・決議すべき内容を見直す必要がある
ことを踏まえ、
全体的に解説を見直し、
株式報酬の採用、
D&O保険の導入等の記載例を追加した最新版。
A5判並製／392頁／本体3,700円＋税

ISBN978-4-7857-2706-2

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）
【著】 桑田 寛史（同）
＝料屋 恵美（同）

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／336頁／本体3,100円＋税

ISBN978-4-7857-2708-6

02

AI・IoT時代の企業法務
【編著】 淵邊 善彦（ベンチャーラボ法律事務所 弁護士）

AI、IoTなど新規技術分野で技術革新が進み社会が変革期にある中で、企業法務に求められるものは
何か。企業の法務担当者や弁護士が考えるべきこれからの企業法務のあり方を、様々な角度から考え
る。テーマごとに異なる実務家を招いて講義形式で解説する。
A5判並製／170頁／予価2,600円＋税

ISBN未定

株対価M&Aの実務
【編著】 武井 一浩（西村あさひ法律事務所 弁護士）
＝松尾 拓也（同）＝森田 多恵子（同）＝田端 公美（同）

現金を対価とするのではなく、買収会社の自社株を対価として行う株対価M&Aは、IoTが進化し業種を
超えたコラボレーションが活発化するなかで、企業が国際競争力を強化するために重要な選択肢となっ
ている。本書は、2018年の産業競争力強化法改正の内容をふまえて、最新の実務を解説する。
A5判並製／240頁／本体3,200円＋税

ISBN978-4-7857-2701-7

シンジケート・ローンの法的課題
【編】 森下 哲朗（上智大学法科大学院教授）
＝道垣内 弘人（東京大学大学院法学政治学研究科教授）

シンジケート・ローンはわが国を含む多くの国々で広く使われる金融手法であるが、その法的性質や各
国の規制の差異など論ずべき点は多い。本書はグローバルな視点から、各国の市場、契約実務、法律
問題等を比較しつつ、法的論点を多角的に検討する。実地調査の成果も踏まえており、実務上も有益
な情報も多く含む。
A5判並製／288頁／本体6,000円＋税

ISBN978-4-7857-2705-5

破産管財人の財産換価〔第 2 版〕
【編著】 岡 伸浩（岡総合法律事務所 弁護士）
＝小畑 英一（LM法律事務所 弁護士）＝島岡 大雄（奈良地方裁判所判
事）
＝進士

肇（篠崎・進士法律事務所

弁護士）
＝三森

仁（あさひ法律事務所

弁護士）

破産管財人が実際に破産管財業務の過程で調査検討をし、相手方との交渉や法的申立てを経て最終
解決に至るまでのノウハウ等を紹介する。破産管財人の財産換価の一手法である
「否認」とその大前提
となる
「財産調査」を新たにテーマとしてとりあげ、破産管財人の視点で解説する。
A5判並製／900頁／予価7,500円＋税

ISBN未定
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事業再生研究叢書16

新しい契約解除法制と倒産・再生手続
【編】 事業再生研究機構

2020年4月施行の民法
（債権）施行に向けて、
「双方未履行双務契約の解除」に焦点を当て、第一線で
活躍する民法・倒産法の研究者と実務家が、今後の倒産実体法改正の立法論もにらみつつ理論と実務
の両面から詳細に検討。当日のシンポジウムの内容を踏まえ、研究者の論稿も収載。
A5判並製／250頁／予価3,500円＋税

ISBN未定

2019年法学検定試験問題集

ベーシック
〈基礎〉
コース
【編】 法学検定試験委員会

2019年12月実施予定の法学検定試験問題集。基本科目の基本的論点を学習できるように編集されて
おり、各科目の全般にわたる基礎知識・能力を無理なく身につけることができるため、受験者以外にとっ
ても利用価値大。法学入門、憲法、民法、刑法の4科目を収録。対象は、法学部1年次生～2年次生程度。
A5判並製／416頁／予価2,200円＋税

ISBN未定

2019年法学検定試験問題集

スタンダード
〈中級〉
コース
【編】 法学検定試験委員会

2019年12月実施予定の法学検定試験問題集。各科目の重要論点を網羅的に学習できるように編集さ
れており、各科目の全般にわたる知識・能力を無理なく身につけることができる。法学、憲法、民法、刑
法に加え、民訴、刑訴、商法、行政法を収録。対象は、法学部2年次生～標準的な3年次生程度。
A5判並製／984頁／予価3,800円＋税

ISBN未定

2019年法学検定試験過去問集

アドバンスト
〈上級〉
コース
【編】 法学検定試験委員会

2019年12月実施予定の法学検定試験アドバンスト
〈上級〉コース受験者のための過去問集。全科目に
つき2016年～2018年の過去問を収録。問題の質・レベルの高さから、法学学習者にとってステータス
であり、各種資格試験準備にも最適。対象は、学習の進んでいる法学部3年次生～法学部修了程度。
A5判並製／488頁／予価3,500円＋税

ISBN未定
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情報ネットワーク・ローレビュー

第17巻

【編】 情報ネットワーク法学会

情報ネットワークをめぐる法的問題の調査および研究を通じ、情報ネットワーク社会の健全な発展に貢
献することを目的として設立された
「情報ネットワーク法学会」の学会誌。会員による論稿十数本を収録
した最新号。
B5判並製／200頁／予価4,300円＋税

別冊商事法務

No. 441

ISBN未定

事業報告記載事項の分析

平成30年6月総会会社の事例分析
【編】 三菱UFJ信託銀行法人コンサルティング部

事業報告は、株主総会において株主と対話する上で中心的な役割を担っている。有価証券報告書との
一体的開示のための環境整備等が進む中で、今後そのような役割がより強く求められる。本書は、記載
事項ごとに各企業の記載内容を分析しつつ、参考となりうる事例を選定・掲載している。
B5判並製／240頁／予価3,800円＋税

別冊NBL

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

別冊NBL

ISBN未定

広告表示における強調表示と
打消し表示

No. 169

【編著】 大元 慎二（消費者庁表示対策課長）

3つの報告書にはない調査手法の技術的な観点の解説も盛り込み、さらに、各調査の実施にあたって
設けられた研究会に参加した第一線の有識者の方々に、それぞれの専門の見地から評価等を加えてい
ただいたことで、一連の報告書を体系的により深く理解でき、今後のビジネスや研究にも役立つ一冊。
B5判並製／250頁／価格未定

ISBN未定
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別冊NBL

No. 170

データ活用のための政策と戦略

【編】 東京大学政策ビジョン研究センター

社会にとって価値あるサービスを提供するための経営資源は、モノではなく、大量のデータとデジタル
空間における機械学習の生成物に移行しつつある。東京大学の研究者による政策・戦略立案について
の提言と、企業実務家によるデータ利活用の実際をまとめたシンポジウム記録。
B5判並製／200頁／価格未定

ISBN未定

06

2019. 2 新刊

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、ベンチャー投資における
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／360頁／本体3,400円＋税

ISBN978-4-7857-2703-1

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

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
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実践！ 債権保全・回収の実務対応〔第 2 版〕
担保の取得と実行のポイント

【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

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

ISBN978-4-7857-2700-0

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

別冊商事法務

No. 439

ISBN978-4-7857-2683-6

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／840頁／本体6,100円＋税

ISBN978-4-7857-5273-6

08

別冊商事法務

No. 440

招集通知・議案の記載事例

〔2019年版〕

【編】 プロネクサス ディスクロージャー相談第1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、2019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／760頁／本体5,800円＋税

別冊NBL

ISBN978-4-7857-5274-3

わかりやすい
国際仲裁の実務
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／416頁／本体4,900円＋税

ISBN978-4-7857-7139-3
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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

▶

1139（2019. 2. 1）
号

【主要目次】
［特集］ 第17回事業再生実務家協会シンポジウム

事業再生 ADRの軌跡と新たなる展望
伊藤 眞／須藤 英章／富永 浩明

［論説］ 中小企業における再建型の法的倒産手続に

おけるスポンサー選定手続の調査および考察（前編）
事業再生におけるスポンサー選定研究会

［論説］ 米国におけるサイバーセキュリティ関連法制の
一側面 石井 孝明
▶

1140（2019. 2. 15）
号

【主要目次】

（月2回）発行／B5判／平均80頁／
毎月1日・15日

［特集］ 民事紛争処理基金講演会 講演録
働き方改革について 荒木 尚志／杉山 忠昭

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）

［小特集］ 不競法による限定提供データ制度の活用
田村 善之／岡村 久道／経済産業省知的財産政策室

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。

［論説］ 所有者不明土地利用円滑化等特措法に規定

する不動産登記法の特例の概要について
法務省民事局民事第二課

株主総会・開示書類の事例と分析

資料版／商事法務

▶

418（2019. 1月）
号

【主要記事】
［視点］

新しい時代の株主総会に思いを馳せる
役員向け株式報酬制度の事例分析（取締役・監査役対象）
──平成30 年６月株主総会会社──

TOPIX100 企業の役員報酬水準・制度の分析
──2018年開示情報に基づく──

［コーポレート・ガバナンス報告書の分析］

改訂CGコードに基づく開示 エクスプレイン

［有価証券報告書の記述情報
（非財務情報）の分析］

経営戦略・ビジネスモデル（経営方針，経営環境および対
処すべき課題等）

［最近の裁判動向］

コムテックス商品取引を巡る損害賠償事件

（名古屋地判平30・11・８）

◎平成30年６月総会◎

（月刊）
毎月25日
発行／A4判／平均250頁／

役員退職慰労金贈呈議案の事例分析／会計監査人選任議案
の事例分析／
「その他の議案」の事例分析／事業報告の記載事
例分析〈第３回・完〉

（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。

●12月株主総会（会社法に基づく書類の事例と分析）

総会概況／事業報告／付議議案／株主質問／臨時総会動向

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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立案担当者による解説 「一問一答」
シリーズ
一問一答

（債権関係）改正
民法

【編著】 筒井 健夫＝村松 秀樹
約120年ぶりとなる民法
（債権関係）
改正の全容を、
法務省の立案担当者が一問一答形式で解説。
取
引社会を基礎から支える契約に関する規定を見直すとともに、国民一般に分かりやすいよう実務上
のルールを明文化した今回の改正の経緯・趣旨・実務への影響を示す、
すべての実務家必携の一冊。
A5判並製／416頁／本体3,600円＋税

一問一答

ISBN978-4-7857-2601-0

2018年3月刊

成年年齢引下げ

【編著】 笹井 朋昭＝木村 太郎
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

一問一答

ISBN978-4-7857-2691-1

2019年1月刊

平成30年商法改正

【編著】 松井 信憲＝大野 晃宏

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

一問一答
【著】 吉田 雅之

ISBN978-4-7857-2678-2

2018年11月刊

平成 28年刑事訴訟法等改正

平成28年5月成立の「刑事訴訟法等の一部を改正する法律」により、取調べの録音・録画制度など
刑事訴訟の実務が大きく改正された。平成30年6月施行のいわゆる日本版司法取引をはじめ、改正
の全体像を立案担当者が解説する。刑事手続に携わる法曹実務家、企業法務担当者必携の一冊。
A5判並製／464頁／本体4,500円＋税

ISBN978-4-7857-2639-3

2018年6月刊

