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取締役・取締役会の法律実務Q＆A

〔第 2 版〕

【編】 島田法律事務所

取締役の職務や取締役会の運営に関するアドバイスに豊富な経験を有する弁護士が、取締役および取
締役会がより円滑かつ実効的な機能を発揮するための視点から、取締役や取締役会の課題について可
能な限り具体的な場面を想定し、企業担当者の本当の悩みどころに鋭く回答する。
A5判並製／500頁／予価：5,500円
（税込） ISBN未定

会社法 実務問答集Ⅳ
【編】 大阪株式懇談会

【著】 前田 雅弘（京都大学教授）
・北村 雅史（京都大学教授）

企業が実務で直面する法的問題に対して、第一線で活躍する研究者が立法趣旨や判例での解釈を踏まえ
て回答する。株主総会はもちろん、役員の責任やインサイダー取引規制、ガバナンスの強化等も取り扱う。
大阪株式懇談会の研究成果を現行法に則してアップ・ツー・デートし、披瀝する好評シリーズの続編。
A5判並製／340頁／予価：4,400円
（税込） ISBN未定

BtoC Eコマース実務対応

【著】 古川 昌平（弁護士）
・上原 拓也（同）
・小林 直弥（同）

Eコマースビジネスの実務における悩みどころなどについて、改正消費者契約法をはじめとした最新の法
改正や規制の動向も踏まえ、横断的かつ網羅的に対応策を解説。規約作成やサイト表示、プライバシー
ポリシー作成に関する留意点等について、実際に役立つ議論を詳細に展開。
A5判並製／248頁／2,970円
（税込） ISBN978-4-7857-2980-6

サステナビリティ委員会の実務
【責任編集】 武井 一浩（西村あさひ法律事務所 弁護士）
・森田 多恵子（同）
・安井 桂大（同）

サステナビリティへの取り組みが経営戦略上の重要事項となるなか、さまざまなステークホルダーの視点を
取り入れ、議論や検討を行うための委員会を設置する企業が増加している。本書は、すでに取り組みをすす
めている企業の先進的かつ多様な事例を紹介。サステナビリティ戦略推進に求められる実務を解説する。
A5判並製／220頁／予価：2,200円
（税込） ISBN未定
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法と実務

vol.18

【編】 日弁連法務研究財団

「民事執行手続の実効性向上に関する研究――債務名義実現のための民事執行調整人制度の提案」、
「東京の弁護士界の基本構造と課題――ハインツ他著
『アメリカの大都市弁護士――その社会構造』
との
比較によって」
の2本の論稿を収録。
A5判並製／240頁／3,520円
（税込） ISBN978-4-7857-2979-0

法と教育
【編】 法と教育学会

Vol.12

法と教育学会の機関誌第12号。本号には研究論文・実践報告・研究ノートと2021年9月5日開催の第12
回学術大会の記録
（基調講演
「法とは何か」
長谷部恭男・早稲田大学大学院法務研究科教授、パネルディ
スカッション
「憲法教育を法教育の視点から考える」
）
を収録。
B5判並製／104頁／予価：3,000円
（税込） ISBN未定
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2022. 7 新刊

コーポレートガバナンス・コードの解説
【著】 浜田 宰（DT弁護士法人 弁護士）

立案担当者としてコードの策定や改訂に携わってきた著者が、各原則について、その趣旨や策定・改訂の
経緯、背景を解説する。解説に際しては、原則間の関係だけではなく、関連する開示規制や法改正、各種
の報告書・指針の内容なども幅広く紹介し、より適切な実務対応の方向性を示す。ガバナンスを究めるた
めに欠かすことができない1冊。
A5判並製／240頁／3,080円
（税込） ISBN978-4-7857-2976-9

取締役会等の運営と意思決定援助
会計的アプローチから

【著】 古田 清和（公認会計士、甲南大学教授）

取締役会はその企業の経営の中心をなす一方、経理や管理部門以外の取締役は会計的な理解が十分で
はない場合もある。本書は、複雑な企業活動についての理解を深められるように会計的アプローチを提
示し、財務会計・管理会計・会計監査を連携させつつ、会社法・金融商品取引法・税法にも触れながら概
説する。
A5判並製／296頁／2,970円
（税込） ISBN978-4-7857-2977-6

ポイント解説 実務担当者のための
金融商品取引法〔第 2 版〕

【編著】 峯岸 健太郎（三浦法律事務所 弁護士）

複雑な規制の読み方を概説した上、実務上の論点を幅広く取り上げ簡潔に解説した好評入門書の待望の
改訂。個別の論点に深入りはせず、上場会社の実務担当者が、論点に気づき、専門家に相談する際のきっか
けを得ることに主眼を置くというコンセプトを維持しつつ、最新の法令等や実務の進展を正確に取り込んだ。
A5判並製／392頁／3,960円
（税込） ISBN978-4-7857-2972-1

Law Practice民法Ⅲ
親族・相続編〔第 2 版〕

【編著】 潮見 佳男（京都大学教授）
・棚村 政行（早稲田大学教授）
・水野 紀子（白鷗大学教授）

判例を基礎に事例解決の思考プロセスを平易に示す演習書として、法学部生、法科大学院受験生の自学
自習用教材の定番となっているLaw Practiceシリーズ民法
【親族・相続編】
の最新版。
A5判並製／408頁／3,630円
（税込） ISBN978-4-7857-2978-3
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法的思考の基礎

新・百万人の民法学（発展編）
〔上〕
不法行為（法）

【編著】 大村 敦志（学習院大学教授）

実際の事件を元に、まだ法学に触れていない中学生・高校生とともに
「法律とはなにか」
「社会／法とはな
にか」を考える名授業が待望の書籍化。
「考える」ことで導きだされる結論は法学を知る者にこそ
「考える」
ことの重要性を突きつける。
「考える」
全ての人におくる本、発展編から登場。
A5判並製／224頁／2,200円
（税込） ISBN978-4-7857-2973-8

法的思考の基礎

新・百万人の民法学（発展編）
〔下〕
契約（法）

【編著】 大村 敦志（学習院大学教授）

実際の事件を元に、まだ法学に触れていない中学生・高校生とともに
「法律とはなにか」
「社会／法とはな
にか」を考える名授業が待望の書籍化。
「考える」ことで導きだされる結論は法学を知る者にこそ
「考える」
ことの重要性を突きつける。
「考える」
全ての人におくる本、発展編から登場。
A5判並製／208頁／2,200円
（税込） ISBN978-4-7857-2974-5

仲裁とADR

【編】 仲裁ADR法学会

Vol.17

2021年7月に行われた仲裁ADR法学会第17回大会のシンポジウム
「シンガポール調停条約の意義と日
本のADRへの影響」の内容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／128頁／3,080円
（税込） ISBN978-4-7857-2975-2
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好評既刊
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好評既刊

2022年5月発売

契約類型ごとに関連法規や各種ガイドライン、関連判例な
どを解説したうえで、基本例としての契約書例と契約の実態
を踏まえた多数の参考例を収録する全３巻。
〈特許編〉
A5判並製／504頁／6,050円 ISBN978-4-7857-2949-3
〈意匠・商標・著作編〉
A5判並製／504頁／6,050円 ISBN978-4-7857-2951-6
〈先端技術・情報編〉
A5判並製／440頁／6,050円 ISBN978-4-7857-2950-9

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

●社外役員サポートに役立つ！
「事務局ノウハウ」
●集中講座 監査役・監査役会の実務
（再配信）
●内部通報制度 生かすも殺すも調査・認定！
●ベーシック会社法～企業統治関係を中心に～
（再配信）
●ケースで理解するカーブアウトM&A

企業法務

PICK UP

●総務・法務担当者のための著作権法チェックポイント
●企業法務からみた宣伝・マーケティング
●
［2022年版］BtoC-Eコマース主要法制の必須知識と最新動向
●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〕
（再配信）
●情報システムの開発に関する法律問題

歴史社会学の視点で「世界を見る眼」
を養う〔ビジネス・ロー・スクール教養講座〕7/22 LIVE配信

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

▶

（2022. 7. 1）
1221
号

［東京大阪四会倒産法部シンポジウム］基調講演 非常事態と倒産法制
松下 淳一（東京大学大学院法学政治学研究科教授）

［論説］Booking.com B.V.から申請があった確約計画の認定について
／古川 博一（公正取引委員会）
／村田 利紀
吉川 泰宇（公正取引委員会）
（公正取引委員会）

［論説］日本におけるDXとクラウドの利活用 角田 龍哉（弁護士）
▶
（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。

1222（2022. 7. 15）
号

［特集］金融サービスのデジタル化とルール形成の戦略的活用（前編）
千葉 惠美子（大阪大学招聘教授・名古屋大学名誉教授）、横溝 大（名
古屋大学教授）、落合 孝文（弁護士）

［連載］ 法律実務家のための所有者不明土地対策――全体像と動きをつ
かむ（1） 藤田 正人（法務省民事局民事第二課長）
［論説］虚偽記載による損害賠償請求における株価回復の扱い
青木 浩子（千葉大学大学院社会科学研究院教授）

株主総会・開示書類の事例と分析

資料版／商事法務

▶

459（2022年6月号）
号

［視点］ 新しい資本主義と企業法務

（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。

竹安 将
（花王）
SDGsの進展等を踏まえた社内・グループ間連携の取組み
ANAホールディングス、AGC、小林製薬、双日
アクティビストの最新動向と実践的対応の視点
和田 尚大／渡辺 拓未／白鳥 竜太郎
（QuestHub）
監査上の主要な検討事項
（KAM）の本格的な取組みに向けて
（弁護士・公認会計士）
中村 慎二
「公正なM&Aの在り方に関する指針」策定後の公開買付けにおける公正
（弁護士）／坂㞍 健輔
（弁護士）ほか
性担保措置の分析 内田 修平
少数株主による臨時株主総会招集請求がなされた事例
磯野 真宇
（みずほ信託銀行・弁護士）
［連載］ 会社法制定後の軌跡を振り返って──第2回 コーポレートガバナ
（弁護士）
ンスに関連した検証── 武井 洋一
会社法に基づく計算関係の実務の要点──第6回 注記表
（2）──
（弁護士）
片山 智裕（弁護士・公認会計士）／金谷 利明
［判例評釈］ 日産自動車役員報酬等に係る金融商品取引法違反被告事件
の検討
（東京地判令和4年3月3日） 伊藤 靖史
（同志社大学）
［最近の裁判動向］
世紀東急工業株主代表訴訟事件―東京地判令4・3・28
5月総会218社概況

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
https://www.shojihomu.co.jp/p003

