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2021. 11 刊行予定

会社分割ハンドブック〔第 3 版〕
【編著】 酒井 竜児（長島・大野・常松法律事務所 弁護士）
【著】 岩崎 友彦（同）
・大久保 圭（同）
・宰田 高志（同）
・杉野 由和（同）
・滝川 佳代（同）
・田子 弘史
（同）
・服部

薫（同）

第２版刊行以降の企業結合ガイドラインの大幅な改正、税制改正等、会社分割の制度の実務運用に影
響をおよぼす事象を反映して改訂。
A5判上製／800頁／予価：7,150円
（税込） ISBN未定

ESGと商事法務
【編】 森・濱田松本法律事務所ESG・SDGsプラットフォーム

Environment（環境）、Social（社会）、Governance（企業統治）
。
「財務諸表には直接表れない」または
「財務数値を用いた管理には馴染まない」ものの、企業価値に重要な影響を及ぼす要素であるESGと
「法
務」
の接点をさぐる。
A5判並製／180頁／予価：2,420円
（税込） ISBN未定

社債法〔第 2 版〕
・大阪大学大学院 高等司法研究科 特任教授）
【著】 橋本 円（弁護士（King＆Wood Mallesons法律事務所・外国法共同事業）

債権法改正や令和元年改正会社法を踏まえながら、初版と同様、社債に関する法令に焦点をあて、基礎
的な知識からより発展的な内容をも解説にくわえる。実務家から研究者まで必読の１冊。
A5判並製／520頁／予価：6,380円
（税込） ISBN978-4-7857-2907-3

優越的地位濫用規制と
下請法の解説と分析〔第 4 版〕

【著】 長澤 哲也（弁護士法人大江橋法律事務所 弁護士）

法務担当者、調達担当者が真に知りたい実務対応を最先端の弁護士が理論的に解き明かす。下請法の全
体像を体系的・網羅的に解説し、実務で直面する問題を解決へ導く羅針盤となる書籍。初版から10年、待
望の全面改訂版。
A5判並製／528頁／予価：4,840円
（税込） ISBN978-4-7857-2908-0
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一問一答

令和3年改正個人情報保護法

【編著】 冨安 泰一郎（前内閣官房情報通信技術（IT）総合戦略室審議官）
・中田 響（前内閣官房情報通信技術（IT）総合戦略
室企画官）

令和3年改正により、個情法、行個法、独個法の３法は統合され、1つの法律となる。地方公共団体等に
よる個人情報の取扱いも統合後の法律で規制され、個人情報保護委員会が個人情報の取扱いを一元的
に監視監督する。これらの重要な改正内容について立案担当者がその改正趣旨を踏まえた解説を行う。
A5判並製／352頁／予価：3,740円
（税込） ISBN未定

データの法律と契約〔第 2 版〕
【著】 福岡 真之介（西村あさひ法律事務所 弁護士）
・松村 英寿（同）

データ取引やデータ・ビジネスのスキームを構築するにあたって欠かすことのできない契約法、知的財産
法、個人情報保護法などの法律を体系的に説明し、データ・ビジネスに活用するための方法や留意点を
解説。モデル契約・規約付き。
A5判並製／480頁／予価：4,950円
（税込） ISBN未定
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2021. 10 新刊

ITビジネスの契約実務〔第 2 版〕
【著】 伊藤 雅浩（シティライツ法律事務所 弁護士）
・久礼 美紀子（弁護士法人内田・鮫島法律事務所 弁護士）
・高瀬

亜富（同）

ITビジネスに関する契約を本質から理解するための実務指針。各契約の持つ意義、法的性質等を丁寧に
解説するとともに、契約書の個別の条項例について具体的に解説を行う。民法、著作権法、不競法、個
人情報保護法などの法改正および各種ガイドライン等の策定・改訂に対応した待望の改訂版。
A5判並製／296頁／3,520円
（税込） ISBN978-4-7857-2903-5

コーポレートガバナンス・コードの
実務〔第 4 版〕

【監修】 澤口 実（森・濱田松本法律事務所 弁護士） 【編著】 内田 修平（同）
・小林 雄介（同）

2021年改訂コードの内容や前版刊行後の実務の進展を踏まえた最新版。上場会社の役員・実務担当者
らが知っておくべきことをQ&A方式でわかりやすく解説する。各社の実情に応じたコーポレートガバナンス
の実現のために長らく活用されてきた好評書の第4版。
A5判並製／300頁／3,740円
（税込） ISBN978-4-7857-2904-2

不正・不祥事対応における再発防止策
近年の調査報告書にみる施策の類型化

【編著】 澤口 実（森・濱田松本法律事務所 弁護士）
・奥山 健志（同）
・山内 洋嗣（同）
・新井 朗司（同）

実際に生じた不正・不祥事事案から導き出された各社の再発防止策を類型化・分析し、内部統制システム
構築のヒントを探る。
「資料版商事法務」
における好評連載の大幅アップデートに加え、再発防止策・予防
策構築時の参考となる公的ガイドラインをとりまとめた新章を収録。
A5判並製／350頁／予価：4,620円
（税込） ISBN未定

役員のための法律知識〔第 3 版〕
【著】 中村 直人（中村・⻆田・松本法律事務所 弁護士）

多くの上場会社から絶大な信頼を得ている著者が、取締役・監査役等の職務内容を基本的な考え方に
遡って分かりやすく解説した好評書籍の第3版。企業を取り巻く環境が大きく変動する中で、ESGモデル
時代の新しいガバナンス、コロナ禍後の総会運営など最新の実務を盛り込んでアップデート。
A5判並製／320頁／3,300円
（税込） ISBN978-4-7857-2906-6
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No image

担保法の現代的課題
新たな担保法制の構想に向けて

【編著】 田髙 寛貴（慶應義塾大学教授）

2021年度・日本私法学会シンポジウム
「担保法の現代的課題――新たな担保法制の構想に向けて」の基
礎となる研究を行ってきた研究会メンバーによる論稿集。
A5判並製／288頁／4,400円
（税込） ISBN978-4-7857-2902-8

世界の宇宙ビジネス法
【編著】 小塚 荘一郎（学習院大学法学部教授）
・笹岡 愛美（横浜国立大学国際社会科学研究院准教授）

宇宙ビジネスや政策的な議論を進めるに際して、各国の法制や国際的な法ルールについての正しい理解が
必須となる。米、仏から英、ＵＡＥ、ＮＺなど各国の法制はもちろん、周波数の割当て、ファイナンス、商業有
人宇宙飛行、宇宙資源開発など重要トピックスを横断的に解説し、宇宙ビジネス法の全体像を示す。
A5判並製／312頁／2,860円
（税込） ISBN978-4-7857-2905-9

法と実務

vol. 17

【編】 日弁連法務研究財団

「保育をめぐる法制度の現状と諸課題への法的対処のあり方」、
「日本における
『ジェンダーに関する迫害』
による難民申請ケースの実態と諸外国における法実務との比較」、
「日本の大都市弁護士の構造変化と
弁護士・弁護士会の課題」
の3本の論稿を収録。
A5判並製／272頁／3,740円
（税込） ISBN978-4-7857-2900-4
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ハンドブックシリーズ 最新刊

商業登記ハンドブック〔第 4 版〕

【著】 松井 信憲

令和元年改正会社法
（令和3年施行）と実務の変更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

2021年7月刊

取締役・執行役ハンドブック〔第 3 版〕

【編著】 中村 直人

役員報酬の実務と制度の進化や社外取締役をめぐる実務の進展をフォロー。
A5判上製／600頁／6,600円
（税込） ISBN978-4-7857-2883-0

2021年7月刊

監査役・監査等委員・監査委員ハンドブック
【編著】 中村 直人・仁科 秀隆

令和元年改正会社法を踏まえ、さらに重要性の増した監査実務の全体像を解説。
A5判上製／708頁／7,590円
（税込） ISBN978-4-7857-2884-7

2021年7月刊

最近の重版から
IPO物語

とあるベンチャー企業の上場までの745日航海記

【編集代表】 和田 芳幸・本村 健
【編著】 武藤 雄木・佐藤 新也・小池 赳司・高木 明・池田 美奈子・羽間 弘善

A5判並製／312頁／3,520円
（税込） ISBN978-4-7857-2812-0

2020年刊

株主総会ハンドブック〔第 4 版〕

【編著】 中村 直人

A5判上製／776頁／7,700円
（税込） ISBN978-4-7857-2394-1

2016年刊

コンプライアンス・内部統制ハンドブック

【編著】 中村 直人

A5判上製／480頁／6,600円
（税込） ISBN978-4-7857-2518-1

2017年刊

取締役会報告事項の実務〔第 2 版〕

【著】 中村 直人

A5判並製／214頁／2,750円
（税込） ISBN978-4-7857-2457-3

2016年刊

取締役会付議事項の実務〔第 2 版〕

【著】 山田 和彦・倉橋 雄作・中島 正裕

A5判並製／260頁／3,300円
（税込） ISBN978-4-7857-2460-3

Law Practice 民法Ⅰ

2016年刊

総則・物権編〔第 4 版〕

【編】 千葉 恵美子・潮見 佳男・片山 直也

A5判並製／432頁／3,630円
（税込） ISBN978-4-7857-2642-3

Law Practice 民法Ⅱ

2018年刊

債権編〔第 4 版〕

【編】 千葉 恵美子・潮見 佳男・片山 直也

A5判並製／416頁／3,630円
（税込） ISBN978-4-7857-2643-0

2018年刊
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有料セミナーのご案内

Webセミナー
配信中

BUSINESS LAW SCHOOL
ビジネス・ロー・スクール

すぐに視聴できるセミナー
企業法務
●改正公益通報者保護法・指針の概要と実務対応のポイント
●改正公益通報者保護法に基づく事業者の措置義務への実務対応
●契約実務入門 ～基本編＋秘密保持契約
（NDA）編～
●
［全３回］債権保全・回収のための有事を見据えた契約書作成の実務と留意点
●印紙税の基礎知識と実務で生じる問題点

株主総会・ガバナンス関連
●株式会社法基礎講座
●そこが知りたい 株式実務担当者のための会計・金商法・税法の基礎知識
●管理部門・監査部門担当者のための不祥事対応のポイント
●海外グループガバナンス・海外コンプライアンスの実務

これから配信開始するセミナー （日付は視聴開始日）
●業務委託契約――あらためて基本を確認！ （10/1）
●スタートアップとの事業連携 （10/6）
●会社役員の処遇 ～会社・役員間をめぐる契約関係の基本と実務～ （10/6）
●基本から理解する 株主・投資家との関係 （10/8）
●カーブアウトM&Aの実務ノウハウ （10/19）
●今、日本企業に求められる
「ビジネスと人権」
の実務対応 （10/21）
●荷主において留意すべき海上輸送に関するリスクと対応のポイント （10/25）
●６月総会の総括と次回総会に向けての準備 （10/26）
●株式事務の基礎知識と担当者の役割 （10/27）
●中国商事仲裁の基本と実務 （10/27）

PICK UP
バーチャルオンリー総会の実施を前向きに考え、成功させるための実務対応 10/29～1/7
講師● 倉橋雄作 弁護士 （中村・⻆田・松本法律事務所）

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

▶

1203（2021. 10. 1）
号 〈50周年記念号〉

［対談］ステークホルダー資本主義の最前線
（1） 渋澤 健／蔵元 左近
［座談会］ゴールベースのAIガバナンス
渡部 俊也（東京大学）／小幡 忍（NEC）／泉 卓也（経済産業省） ほか

［企業インタビュー］契約一元管理への道筋

ヤマハ／LINE担当者

［論説］宇宙資源法の成立
（衆議院議員）／小塚 荘一郎
（学習院大学） ほか
小林 鷹之
▶

（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。

1204（2021. 10. 15）
号

［論説］ デジタル社会形成整備法による押印・書面の見直し
（民法・建物
の区分所有等に関する法律の改正関係）
笹井 朋昭（法務省） ほか

［論説］知財調停手続の活用の実情について
佐藤 達文／國分 隆文（東京地裁）

［論説］令和3年「特許法等の一部を改正する法律」の概要
松本 健男（特許庁）

株主総会・開示書類の事例と分析

資料版／商事法務

（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。

▶

450（2021. 9月）
号

［視点］ アクティビスト等との情報格差と対話のあり方

指名委員会等設置会社の分析──2021年── 塚本 英巨
2020・2021年の政策保有株式の比較──市場区分見直しの影響──
後藤 晃輔
改訂CGコードに基づく開示例の分析
（2）──取締役会の機能発揮──
若林 功晃／進 華菜子／安原 彰宏／岸本 直也／渡邊 泰尚
株主提案権の事例分析
（2）──2020 年7月総会〜2021年 6月総会──
牧野 達也
■新連載■
新任担当者のための商業登記実務の勘所（全4回）
鈴木 龍介／小野 絵里──第1回 定時株主総会──
◎最近の裁判動向◎
富士興産新株予約権無償割当差止仮処分命令申立事件
抗告審：東京高決令3・8・10
原 審：東京地決令3・6・23
◎2021年 6月総会◎
報酬委員会・事務局のための役員報酬改革チェックリストと
2021年 6月総会開示例の検討 澁谷 展由
●8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。

