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会社法コンメンタール 22
総索引

【編】 江頭 憲治郎（東京大学名誉教授）
・森本 滋（京都大学名誉教授）

「会社法コンメンタール」全巻
（1～21、平成26年改正補巻）の事項索引、判例索引を統合した総索引およ
び全巻の目次を収載。
「会社法コンメンタール」
シリーズ完結。
A5判上製函入／250頁／4,400円
（税込） ISBN978-4-7857-2875-5

拾遺会社法

会社法コンメンタールしおり・付録集

【編】 江頭 憲治郎（東京大学名誉教授）
・森本 滋（京都大学名誉教授）

立法、司法、企業実務、会計、ファイナンス、外国から見た日本会社法、隣接法領域
（金商法・刑事法・労
働法・非訟・特別清算）について、
「会社法コンメンタール」の編者と関係各界の有識者による対談、鼎談、
随筆の形式により、あらゆる観点から
「会社法」を論ずる。
「会社法コンメンタール」各巻の初版に挟み込
んだしおり
（付録）
を1冊にまとめて書籍化。
A5判上製／400頁／4,400円
（税込） ISBN978-4-7857-2876-2

会社法コンメンタール〈全22巻＋補巻〉
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5,500円
（税込） 2008年3月刊
5,830円
（税込） 2014年3月刊
6,820円
（税込） 2013年3月刊
4,950円
（税込） 2009年4月刊
5,500円
（税込） 2013年2月刊
5,500円
（税込） 2009年10月刊
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（税込） 2013年9月刊
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（税込） 2009年2月刊
6,050円
（税込） 2014年8月刊
7,150円
（税込） 2011年10月刊

11

計算等（２）

12

定款の変更･事業の譲渡等･解散･清算（１）
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7,150円
（税込） 2010年10月

組織変更、合併、会社分割、株式交換等（１）

6,050円
（税込） 2010年6月刊

5,500円
（税込） 2010年12月刊
11,000円
（税込） 2021年3月刊
6,270円
（税込） 2016年3月刊
4,730円
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総索引

4,400円
（税込） 2021年7月刊

補巻 平成 26年改正

12,100円
（税込） 2019年10月刊

4,950円
（税込） 2009年10月刊
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コンメンタール会社法
施行規則・電子公告規則〔第 3 版〕

【著】 弥永 真生（明治大学教授）

第２版刊行後に改正された会社法施行規則・電子公告規則の改正から令和２年改正までを取り込んだ最
新版。
新設・改正された株式交付制度関連規定、
取締役・執行役の報酬等関連規定、
株主総会資料の電子
提供制度関連規定、
事業報告に関する関連規定の各条についてもその経緯と趣旨、
論点から丁寧に解説。
A5判上製／1360頁／16,500円
（税込） ISBN978-4-7857-2878-6

監査役ガイドブック〔全訂第 4 版〕
【編】 経営法友会 会社法研究会

企業法務担当者の集いである
「経営法友会」
による、定評ある実務書。令和元年会社法改正の内容をとり
こみ、新任監査役が知っておくべき基本的知識について具体的に解説。
B5判並製／148頁／1,870円
（税込） ISBN978-4-7857-2880-9

取締役・執行役ハンドブック〔第 3 版〕
【編著】 中村 直人（中村・⻆田・松本法律事務所 弁護士）

令和元年改正会社法や関連法規の改正、さらにはコーポレートガバナンスをめぐる最新の状況や報酬設
計に関する議論を踏まえ、実務上の論点や悩みどころを解説する最新版。非取締役会設置会社、監査役
（会）
設置会社、指名委員会等設置会社、監査等委員会設置会社に対応。
A5判上製／600頁／6,600円
（税込） ISBN978-4-7857-2883-0

監査役・監査等委員・監査委員ハンドブック
【編著】 中村 直人（中村・⻆田・松本法律事務所 弁護士）
・仁科 秀隆（同）

令和元年改正会社法や関連法規の改正、さらにはコーポレートガバナンスをめぐる最新の状況や監査実
務の進展を踏まえ、実務上の論点や悩みどころを解説する最新版。監査役
（会）設置会社、指名委員会等
設置会社、監査等委員会設置会社に対応。
『監査役・監査委員ハンドブック』
（2015年刊）
を改題・改訂。
A5判上製／708頁／7,590円
（税込） ISBN978-4-7857-2884-7
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商業登記ハンドブック〔第 4 版〕
【著】 松井 信憲（法務省民事局総務課長）

令和元年改正会社法は登記実務においても相当の影響を与える。また、登記手続においても、登記申請
書への法人名の振り仮名の記載、会社の設立登記のファストトラック化、マイナポータル経由の法人設立
ワンストップサービスなど多くの施策が実施されている。これらの改正を踏まえた実務家必携の書。
A5判上製／800頁／5,830円
（税込） ISBN978-4-7857-2885-4

株主総会資料電子提供の法務と実務
【著】 塚本 英巨・中川 雅博

令和元年改正会社法により制度化された株主総会関係資料の電子提供の理論と実務のすべてを詳説。
施行を先取りした行動や、株主総会対応・定款変更などの実施の準備から、実施後に必要となる株主対
応までを網羅してポイントと具体的考え方を示す。解釈上や実務上で迷いやすい点についても丁寧に解説。
A5判並製／200頁／予価：2,750円
（税込） ISBN未定

基礎から読み解く
社外取締役の役割と活用のあり方
【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。筆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／280頁／2,750円
（税込） ISBN978-4-7857-2881-6

コーポレートガバナンス・コードの
読み方・考え方〔第 3 版〕

【著】 中村 直人（中村・⻆田・松本法律事務所 弁護士）
・倉橋 雄作（同）

コーポレートガバナンス・コードが定める各原則の総論的な考え方を逐条で解説したうえで、各原則がどの
ような背景・文脈のもとで、誰に何を求めているかを解説。2021年に改訂されたCGコードおよび「対話ガ
イドライン」
の内容を取り込むとともに、最新の実務動向を踏まえてアップデート。
A5判並製／250頁／予価：3,080円
（税込） ISBN未定
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株式が相続された場合の法律関係
【著】 浜田 道代（名古屋大学名誉教授）

相続株式を巡っては、多様な局面で多様な問題が生じうる。当該分野の第一人者が関係当事者が最も納
得できるであろう、妥当かつ明快な実務上の取扱指針を論じ、さらには非上場会社における世代交代の
円滑化について、どのような対策を取りうるかについても考察を行う。
A5判上製／500頁／予価：9,900円
（税込） ISBN未定

債権法改正後の民法の未来

改正が見送られた重要論点

【編】 大阪弁護士会民法改正問題特別委員会

民法
（債権法）改正においては、改正が見送られた論点の中にも理論上・実務上重要なものが多くみら
れる。それら論点を拾い上げ、改正の経緯での取り扱われ方を振り返るとともに、今後の議論の動向を
さぐる。
A5判並製／300頁／予価：7,150円
（税込） ISBN未定

独禁法の授業をはじめます
【著】 菅久 修一（公正取引委員会事務総長）

「市場や競争は、自由放任ではうまくいかないんです」
「独禁法で、消費者を、そして真面目に競い合いをし
ている事業者を、守る」現代自由主義経済を支える法律、独占禁止法。その理解は現代社会の理解につ
ながる。授業形式でその背景・根幹から独占禁止法を語り口調でやさしく解説。授業シリーズ、開講。
A5判並製／256頁／2,640円
（税込） ISBN978-4-7857-2877-9

弁護士会照会制度〔第 6 版〕
CD-ROM付

【編】 東京弁護士会調査室

中央省庁、地方自治体、各種公的機関、金融機関、電話会社等への照会実務を解説する決定版マニュア
ル。弁護士会照会制度を取り巻く環境の変化に対応した最新版。各種書式をCD-ROMに収録。
A5判並製／352頁／4,180円
（税込） ISBN978-4-7857-2882-3
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イスラエルビジネスガイドブック
ビジネス環境・法務・税務

【編著】 田中 真人（TMI総合法律事務所 弁護士）
・栗田 宗樹（在イスラエル日本国大使館一等書記官（経済担当））

スタートアップ・ネーションとして注目を集めるイスラエルのエコシステムを概説した上で、日本企業がイスラ
エルへ進出または投資するにあたってのポイントを解説する。さらに、イスラエルの法務・税務についての
専門的な解説を行っている。イスラエル関連のビジネスに携わる関係者にとって必携の一冊。
A5判並製／350頁／予価：3,850円
（税込） ISBN未定

別冊商事法務

機関投資家の議決権行使方針
及び結果の分析 〔2021年版〕

No. 463

【編】 森・濱田松本法律事務所

機関投資家による議決権行使方針の理解やその分析は、もはや上場会社に不可欠となっている。ESGの
課題について機関投資家はどう株主総会に臨むのか。本書は、スチュワードシップ・コードを受入表明し
た全機関投資家の、国内上場株式に対する議決権行使基準と議決権行使結果を、議案類型毎に収録、
集計、および分析をしたもの。
B5判並製／750頁／予価：8,800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
●議事録作成の基礎～新型コロナ対応の総会スキーム等の要点も含めて～
●2021年改訂コーポレートガバナンス・コード実務講座（全10講）
●
［緊急開催］会社補償 導入と運用の考え方
●グループ会社 リスク管理の勘所
●ベーシック会社法 ～企業統治関係を中心に～

企業法務

無料セミナー配信中

●事例で学ぶ 契約の実務
●法務スタッフのための
「これだけは知っておきたい」ポイント解説
〔契約編〕
●
［2021年版］BtoC-Eコマース主要法制の必須知識と最新動向
●企業のハラスメント対応実務の最新事情
●従業員の交通事故・違反と企業の責任
●事例で学ぶ・法務
（総務）
担当者のための知財法務入門

「企業法務のためのルールメイキング」 5/25～8/2

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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2021. 6 新刊

取締役ガイドブック〔全訂第 4 版〕
【編】 経営法友会 会社法研究会

企業法務担当者の集いである
「経営法友会」
による、定評ある実務書。令和元年会社法改正の内容をとり
こみ、新任取締役が知っておくべき基本的知識について具体的に解説。
B5判並製／192頁／2,090円
（税込） ISBN978-4-7857-2879-3

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／256頁／2,970円
（税込） ISBN978-4-7857-2869-4

バーチャル株主総会の法的論点と実務
【編著】 太田 洋（西村あさひ法律事務所 弁護士）
・野澤 大和（同）
・三井住友信託銀行ガバナンスコンサル

ティング部

ハイブリッド型バーチャル株主総会
（参加型・出席型）
に加え、改正産競法案を踏まえてバーチャルオンリー
型株主総会についても詳細に解説。さらに、バーチャル株主総会を行った企業の担当者が経験に基づく
貴重なノウハウを公開。バーチャル株主総会の導入を検討している企業の担当者必読の一冊。
A5判並製／464頁／4,840円
（税込） ISBN978-4-7857-2872-4

内部通報制度運用の手引き
【著】 中島 茂（中島経営法律事務所 弁護士）
・原 正雄（同）
・寺田 寛（同）

内部通報制度の運用を業務フローに即して解説。また、制度の周知、点検・評価・改善や、新たに制度を
立ち上げる場合の方法も解説する、実践的・総合的なマニュアル。巻末資料として、内部通報規程等のひ
な形も収録。2022年6月までに施行予定の改正公益通報者保護法に対応。
A5判並製／352頁／3,960円
（税込） ISBN978-4-7857-2871-7
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No image

ファンド契約の実務Q&A〔第 3 版〕
【著】 本柳 祐介（西村あさひ法律事務所 弁護士）

ファンド契約の実務についてQ＆A方式で解説。ファンド契約の基礎から法規制までをわかりやすく解き
明かし、出資場面やファンドの活動実態・ガバナンス、運営者や構成員に関する事項を詳説する。近時の
実務と経産省のVCモデル契約にも対応した最新版。
A5判並製／290頁／3,740円
（税込） ISBN978-4-7857-2870-0

詳解

外為法

対内直接投資等・特定取得編
）
【編著】 今村 英章（財務省国際局国際機構課長（前財務省国際局調査課長）
・桜田 雄紀（財務省国際局調査課企画官）

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／516頁／4,400円
（税込） ISBN978-4-7857-2873-1

景品表示法〔第 6 版〕
【編著】 西川 康一（消費者庁表示対策課長）

令和2年12月公布の
「将来の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示に対する執行方針」など、最
新の消費者庁の執行方針はもちろん、インターネット取引の進展に伴って発生した新たな事例も多数解
説。資料とQ&Aを本文中に取り込み、内容の充実度はそのままにコンパクト化した、待望の改訂版。
A5判並製／400頁／3,850円
（税込） ISBN978-4-7857-2868-7

仲裁とADR

Vol. 16

【編】 仲裁ADR法学会

2020年7月に行われた仲裁ADR法学会第16回大会のシンポジウム
「交通事故ADRの現代的意義」の模
様や当日の個別報告を収録。他に研究者による論稿や仲裁機関による実態報告なども収録。
B5判並製／120頁／3,080円
（税込） ISBN978-4-7857-2874-8
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別冊商事法務

東証一部上場会社の
役員報酬設計 2020年開示情報版

No. 462

【編著】 澁谷 展由（弁護士法人琴平綜合法律事務所 弁護士・公認不正検査士）

2020年に東証一部会社が開示した役員報酬の水準、内容を個社毎の一覧表で確認できるのに加え、そ
れらが2017年以降どのように変化したかを分析。ガバナンス・コード、有報、改正会社法により求められる
役員報酬方針策定、役員報酬水準、業績連動報酬、株式報酬、報酬委員会設置・運営等を見直す参考
資料。
B5判並製／294頁／5,830円
（税込） ISBN978-4-7857-5296-5

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／394頁／5,280円
（税込） ISBN978-4-7857-7149-2

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／496頁／5,500円
（税込） ISBN978-4-7857-7150-8
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令和元年改正会社法関連書
織込版

令和元年

会社法関係法令全条文

会社法改正と実務対応

〔全訂第 2 版〕

【編著】 太田 洋・野澤 大和

【編】 商事法務

令和元年改正会社法・関係法務省令に対
応して全面改訂。

令和元年会社法改正に関する実務上の
対応を網羅的かつ分かりやすく解説。

A5判並製／720頁／3,960円
（税込）
ISBN978-4-7857-2858-8 2021年3月刊

A5判並製／474頁／4,950円
（税込）
ISBN978-4-7857-2843-4 2021年2月刊

実務逐条解説

一問一答

令和元年会社法改正

【編著】 TMI総合法律事務所

トプラクティスグループ

改正の理由がわかる
点がわかる。

令和元年改正会社法

【編著】 竹林 俊憲

コーポレー

今後の解釈上の論

立案担当者が法改正の趣旨・内容をわか
りやすく解説する。

A5判並製／496頁／5,500円
（税込）
ISBN978-4-7857-2862-5 2021年4月刊

A5判並製／392頁／3,740円
（税込）
ISBN978-4-7857-2806-9 2020年9月刊

会社補償
Q＆Aとモデル契約

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、パブリック・コメント、実務対応Q&A

【著】 邉 英基

【編】 別冊商事法務編集部

立案に携わった著者が令和元年改正で
導入された
「会社補償制度」を詳説。

立案担当者よる省令の解説と省令新旧対
照条文、実務対応Q&Aも収載。

A5判並製／200頁／2,860円
（税込）
ISBN978-4-7857-2855-7 2021年3月刊

B5判並製／190頁／3,850円
（税込）
ISBN978-4-7857-5295-8 2021年5月刊

別冊商事法務 No.454

別冊商事法務 No.447

令和元年改正会社法②

令和元年改正会社法①

立案担当者・研究者による解説と実務対応

中間試案、要綱、新旧対照表

【編】 別冊商事法務編集部

【編】 別冊商事法務編集部

立案担当者による改正内容の解説と、研
究者、弁護士による意義・実務対応の解説。

令和元年改正会社法の中間試案から成
立までの資料を収載。

B5判並製／300頁／4,620円
（税込）
ISBN978-4-7857-5288-0 2020年9月刊

B5判並製／362頁／4,730円
（税込）
ISBN978-4-7857-5281-1 2020年2月刊
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現場で役立つ企業法務関連書〈最近の新刊から〉
今日から法務パーソン

【編著】 藤井 豊久・守田 達也
【著】 企業法務向上委員会

四六判並製／180頁／1,980円
（税込） ISBN978-4-7857-2848-9

2021年3月刊

希望の法務

法的三段論法を超えて

【著】 明司 雅宏

四六判並製／192頁／2,420円
（税込） ISBN978-4-7857-2809-0

2020年10月刊

強い企業法務部門のつくり方

【著】 中村 豊・淵邊 善彦

A5判並製／208頁／2,420円
（税込） ISBN978-4-7857-2831-1

2020年12月刊

企業法務におけるナレッジ・マネジメント

【著】 森下 国彦・村山 由香里・門永 真紀

A5判並製／200頁／2,640円
（税込） ISBN978-4-7857-2811-3

2020年10月刊

リーガルオペレーション革命
リーガルテック導入ガイドライン

【著】 佐々木 毅尚

四六判並製／240頁／2,640円
（税込） ISBN978-4-7857-2854-0

2021年3月刊

新型コロナ新常態の法務対応

【編集代表】 岩品 信明
【編著】 藤本 美枝・鈴木 貴之・樋口 陽介・寺門 峻佑

A5判並製／382頁／4,400円
（税込） ISBN978-4-7857-2850-2

2021年3月刊

新型コロナウイルスと企業法務
with corona / after corona の法律問題

【編著】 竹平 征吾・牟礼 大介・細野 真史・浦田 悠一

A5判並製／368頁／4,180円
（税込） ISBN978-4-7857-2852-6

英和対訳

2021年3月刊

ソフトウェアライセンス契約の実務

【編著】 弁護士法人 イノベンティア

A5判並製／384頁／3,960円
（税込） ISBN978-4-7857-2841-0

法律家・法務担当者のための
【編著】 影島 広泰

2021年2月刊

IT技術用語辞典〔第 2 版〕

A5判並製／248頁／3,080円
（税込） ISBN978-4-7857-2861-8

2021年4月刊

若手弁護士・法務担当者のための 会計入門

【著】 樋口 達

A5判並製／176頁／2,750円
（税込） ISBN978-4-7857-2838-0

2021年2月刊
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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

▶

1195（2021. 6. 1）
号

［論説］「動産・債権を中心とした担保法制に関する研究会報
告書」の概要 編集部
［論説］スタートアップとの事業連携に関する指針について
栗谷 康正（公取委）／瀧島 勇樹（経産省）

［論説］ LIBOR公表停止をめぐる昨今の動向と求められる対
応 髙橋 哲生（全銀協）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。

1196（2021. 6. 15）
号

［シンポジウム報告］産業・社会のDXとデータガバナンス
渡部 俊也（東京大学教授）／城山 英明（東京大学教授）ほか

［論説］ 事業者を支える融資・再生実務のあり方論点整理へ
寄せられたご意見 水谷 登美男（金融庁）ほか

［論説］アジャイル型開発と偽装請負

上山 浩／田島 明音

※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

▶

446（2021. 5月）
号

【主要記事】
［視点］ 放送会社の外国人等が有する議決権割合に生じた

波紋
改正公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の構築と運
用 山田 徹／西本 良輔／奥田 敦貴
上場会社と株主との対立局面における非公開情報の授受に
関する実務的留意点 生方 紀裕
改訂CGコードを踏まえた事業ポートフォリオマネジメント
安井 桂大

［2021年6月総会対策］

想定問答最終チェック 山田 和彦／小原 隆太郎

［不正・不祥事事案の再発防止策の類型化と分析］
第11回 財務会計 澤口 実／金丸 由美／田野口 瑛
（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◎
サン電子新株発行差止等仮処分命令申立事件
日邦産業事件，日本アジアグループ事件にみる最近の買収
防衛策発動差止仮処分命令申立事件の動向
〔会社法に基づく書類の事例と分析〕
●4月株主総会
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。

