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2021. 5 刊行予定

登記法入門
実務の道しるべ

【編著】 鈴木 龍介（司法書士法人鈴木事務所 司法書士）

実務で必須の各種登記のアウトラインについて、記載例や図表などのビジュアルを取り入れた
「使える」入
門書。
A5判並製／250頁／予価：2,750円
（税込） ISBN未定

社外取締役活用の法律実務
【著】 塚本 英巨（アンダーソン・毛利・友常法律事務所 弁護士）

ガバナンスの柱として重要性が増している社外取締役であるが、その具体的な役割は何か。会社側はどう
活用すればよいか。本書はそうした疑問に答えつつ、実務上留意すべき点につき、会社、社外取締役双方
の視点から、具体的な場面ごとに解説。著者の社外取締役としての実務経験も豊富に盛り込んでいる。
A5判並製／250頁／予価：3,300円
（税込） ISBN未定

光麗法律事務所流

私的再建

成功への手順

【編集代表】 村松 謙一（光麗法律事務所 弁護士）
【編】 光麗法律事務所

私的再建の最前線で闘ってきた練達の弁護士・公認会計士による、経営危機現場に即した
「実践の書」
。
豊富な資料とともに、真の会社再建のための技術と知恵と魂を詳解。窮境にある経営者・会社を支えるこ
とを諦めない専門家達と、経営者自身の道しるべ。
A5判並製／400頁／予価：3,960円
（税込） ISBN未定

民事司法の地平に向かって
【著】 伊藤 眞（東京大学名誉教授）

弁護士会照会運用、法律意見書、倒産法をめぐる近年注目されている論点についてとりあげた論考・判例
評釈および、研究活動を通してのエッセイや講演録を著者自身の豊かな経験を通してつづった随筆を1冊
にまとめた。
A5判上製／520頁／予価：6,050円
（税込） ISBN未定
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詳解

外国為替及び外国貿易法

対内直接投資等・特定取得編

【編著】 今村 英章（財務省国際局調査課長）

令和元年改正後の
「外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律」
における
「対内直接投資」
部分につ
いて、改正に携わった立案担当者らが関係政省令等とあわせて立法趣旨・運用面等を解説する。外国人
投資家等関係者必携の書。
A5判並製／400頁／予価：4,400円
（税込） ISBN未定

労働法で企業に革新を
【著】 大内 伸哉（神戸大学大学院法学研究科教授）

働き方改革やDXの導入等、
「新しい働き方」をめぐる様々なトピックについてストーリー仕立てで解説。
ニューノーマルにおける労務問題や同一労働同一賃金に関する主要な論点についても盛り込んだ、人事
労務担当者・法律実務家にとって実用的な一冊。
A5判並製／200頁／予価：2,090円
（税込） ISBN未定

別冊商事法務

No. 461

令和元年改正会社法③

立案担当者による省令解説、省令新旧対照表
【編】 別冊商事法務編集部

令和元年１２月４日に成立した改正会社法に伴う会社法施行規則等の一部を改正する省令が、令和２年
11月27日に公布され、令和３年３月１日に施行となった。本書は、立案担当者が、その省令につき解説し、
あわせて、省令新旧対照条文、実務対応Q&Aも収載している。
B5判並製／150頁／予価：3,300円
（税込） ISBN未定

別冊NBL

動産・債権を中心とした担保法制に
関する研究会報告書
No. 177

〔付・各国の動産・債権を中心とした担保法制に関する調査研究業務報告書〕
【編】 商事法務

判例法理等をもとにしながら動産・債権等の担保に関する法律関係を明文化し、予測可能性や法制度の
合理性を高めるべく民法の見直しをはかろうとする議論が行われている。約2年にわたる有識者による議
論を取りまとめた報告書と、海外法制の調査研究を1冊にまとめた資料集。
B5判並製／376頁／予価：5,060円
（税込） ISBN未定
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別冊NBL

No. 178

担保法と倒産・金融の実務と理論

担保法の検討課題
【編】 東京弁護士会倒産法部

現在検討が進められている担保法の改正
（事業担保制度の創設を含む。
）の立法論的課題について、実務
の現状を基礎としながら、事業再生・倒産手続との関係を柱に多角的な議論を行う。
B5判並製／250頁／予価：4,400円
（税込） ISBN未定
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2021. 4 新刊

実務逐条解説

令和元年会社法改正

【編著】 TMI総合法律事務所コーポレート・プラクティスグループ

令和元年改正会社法の主要内容につき、改正の趣旨と沿革を踏まえながら逐条解説。従前の実務上の
課題と解釈上の問題点の所在を明確化しつつ、今後実務上問題となり得る論点を検証。
A5判並製／496頁／5,500円
（税込） ISBN978-4-7857-2862-5

会社法詳解〔第 3 版〕
【著】 柴田 和史（法政大学大学院法務研究科教授）

学部生・ロースクール生向けの総合的なテキスト。令和元年会社法改正を踏まえた改訂版。わが国の会社
法学の連続性を強く意識しながら会社法の解説に努めるとともに、現行会社法の平易な解説を行う。ま
た、個々の条文についての商法学者間における解釈の不一致をできる限り拾い集めるように努めている。
A5判上製／576頁／6,160円
（税込） ISBN978-4-7857-2859-5

人事労務の法律問題〔第 2 版〕
対応の指針と手順

【著】 佐藤 久文（外苑法律事務所 弁護士）

労働関係法に関する基礎的知識を解説したうえで、人事・労務の現場において問題となりうる論点につい
て、実務を踏まえながら解決への道筋を示す。各種書式を多数収録。同一労働同一賃金、働き方改革等、
最新の裁判例・法改正を踏まえ、大幅なアップデートを行った決定版。
A5判並製／424頁／4,180円
（税込） ISBN978-4-7857-2863-2

法律家・法務担当者のための
IT技術用語辞典〔第 2 版〕

【編著】 影島 広泰（牛島総合法律事務所 弁護士）
【著】 山内 大将（同）
・辻 晃平（同）

IT法務に必須の基礎知識を最先端で活躍する弁護士がわかりやすく解説。分野ごとに通読しても、わか
らない用語をピンポイントで引いても学べる。コロナ下で
「ちょっと教えて」がし難い今だからこそ、しっか
り学んで、知ったかぶりで失敗しない。これからのIT法務時代を生きるために必携の第２版。
A5判並製／248頁／3,080円
（税込） ISBN978-4-7857-2861-8
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インド不動産法制

理論と実践：不動産に関連する法制度一般から合弁・M&A等のプロジェクトまで

【編著】 川村 隆太郎（森・濱田松本法律事務所 弁護士）

難解かつ複雑なインドの不動産法制と実務について、日本の法律実務と比較しながら解きほぐし、わかり
やすく解説する。インドの不動産法制一般についての理論編およびインドにおける不動産プロジェクトに
関する実務編で構成され、インドにおける不動産関連ビジネスに携わる担当者へ実務指針を提供する。
A5判並製／304頁／4,400円
（税込） ISBN978-4-7857-2860-1

別冊NBL

No. 173

家族法研究会報告書

父母の離婚後の子の養育の在り方を中心とした諸課題について
【編】 商事法務

近年複数の改正が行われている民法の家族法分野のうち、近時関心が高まる父母の離婚後における未
成年の子の養育の在り方について研究者、実務家等による研究成果。子の利益を守るために、親権、監
護権、養育費、養育計画といった制度の在り方について立法上の課題と方向性を示す。
B5判並製／232頁／3,520円
（税込） ISBN978-4-7857-7145-4

別冊NBL

民法（親子法制）等の改正に関する
中間試案
No. 174

【編】 商事法務

民法の親子法制に関しては、近時、児童虐待が社会問題になっている現状を踏まえ懲戒権に関する規定
等を見直すとともに、いわゆる無戸籍者の問題を解消する観点から嫡出推定制度に関する規定等を見直す
ための議論が進められている。法制審議会の関係部会で示された中間試案と補足説明をまとめた資料集。
B5判並製／112頁／予価：2,420円
（税込） ISBN978-4-7857-7146-1

別冊NBL

民事訴訟法（IT化関係）等の改正に
関する中間試案
No. 175

【編】 商事法務

民事訴訟制度をより一層、適正かつ迅速なものとし、国民に利用しやすくするという観点から、訴状等のオ
ンライン提出、訴訟記録の電子化、情報通信技術を活用した口頭弁論期日の実現等の民事訴訟制度の
見直し議論が進められている。法制審議会の関係部会で示された中間試案と補足説明をまとめた資料集。
B5判並製／173頁／3,080円
（税込） ISBN978-4-7857-7147-8
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別冊NBL

No. 176

仲裁法等の改正に関する中間試案

【編】 商事法務

国際ビジネス紛争を解決する手段としてグローバル・スタンダードとなる国際仲裁をわが国でも活性するた
め、2006年UNCITRAL国際商事仲裁モデル法への対応などの仲裁法制の見直し議論が進められてい
る。法制審議会の関係部会で示された中間試案と補足説明をまとめた資料集。
B5判並製／108頁／予価：1,980円
（税込） ISBN未定

Webセミナー
配信中

株主総会・ガバナンス関連

BUSINESS LAW SCHOOL
ビジネス・ロー・スクール
●株主総会の準備･運営の最終チェックポイント
●2021年株主総会への対応と
「想定問答」
作成の留意点
●2021年株主総会の重要トピックと議事運営最終チェック
●役員報酬制度に関する定時株主総会に向けた実務対策
●新しい株主総会の実務
●総合解説･会社法決算書作成の実務
●従業員持株会・役員持株会制度の見直し・活用のポイント

企業法務

●リーガル・リサーチの実践手法と最新事情
●基礎から確認 契約業務の実用知識
●サイバー攻撃の予防・有事対応の実践知
●SDGs・ESG時代の法務・コンプライアンス機能の強化手法
●コロナを踏まえた事業再構築のポイント
●危機管理広報の基礎と要諦

上記を含め、多数のセミナーを随時開設しています。配信期間中は繰り返し視聴可能。
詳細・お申込みはHPよりご確認ください。https://www.shojihomu.co.jp/schoollist ▶
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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

▶

（2021. 4. 1）
1191
号

［論説］日本版リーガルオペレーションズの八つのコア
日本版リーガルオペレーションズ研究会

［論説］金融商品の販売等に関する法律等改正の解説
岡田 大（金融庁）ほか

［新連載］知っておきたい国際仲裁
坂東 一彦（日本商事仲裁協会）ほか
▶
（月2回）発行／B5判／平均80頁／
毎月1日・15日

定期購読料：
【年間】
30,800円（税・送料込）
【半年】
15,950 円（税・送料込）

データベース使用料：
【年間】
18,480円（税込）
【半年】
9,240円（税込）
※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。

株主総会・開示書類の事例と分析

資料版／商事法務

1192（2021. 4. 15）
号

［論説］ デジタルプラットフォーム取引透明化法の運用細則・
指針の解説
（1） 経済産業省担当官

［新連載］国際通商政策の最前線
藤井 康次郎／根本 拓ほか

［新連載］ 取引法務担当者が知っておきたい会計・税務の知
識 北村 導人ほか

▶

444（2021. 3月）
号

【主要記事】

株主総会の権限と株主提案権 山下 徹哉

株式会社の各種書類に関する経団連ひな型改訂の解説
浅野 岳紀／宮内 優彰

〈2021年3月期〉
新型コロナウイルス感染拡大を受けた
有価証券報告書及び事業報告の留意事項と事例分析
木村 聡輔／斉藤 元樹／宮下 優一

機関投資家の議決権行使方針及び結果の分析〈上〉
̶̶2021年版 澤口 実ほか

［2021年6月総会対策］

アクティビストの最新動向と対応時の留意点 松原 大祐ほか
バーチャル株主総会とその実施に際しての留意点 奥山 健志
事業報告作成上のポイント プロネクサス

［不正・不祥事事案の再発防止策の類型化と分析］
第9回 取引関係・取引先の管理 新井 朗司／湯浅 哲
（月刊）発行／A4判／平均250頁／
毎月25日

定期購読料：
【年間】
47,300円（税・送料込）
※１冊売りはできません

データベース使用料：
【年間】
23,760円（税込）
※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。

◎最近の裁判動向◎
クレアホールディングス臨時株主総会に係る違法行為差止仮
処分命令申立事件 東京地決令3・2・17
●2月株主総会〔会社法に基づく書類の事例と分析〕
総会概況／付議議案／参考書類／事業報告
計算書類／監査報告書／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 カスタマー業務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。

