
実践　企業法務入門〔第５版〕
─契約交渉の実際から債権回収まで―

　平成21年改正独禁法・平成23年改正不競法に対応させ、新たにイン
サイダー取引規制の解説を追録するなど、企業を取り巻く最新状況に
合わせて改訂を施した待望の書！

中小企業法の理論と実務〔第２版〕
　第２版では、中小企業実務において影響の大きい中小企業金融円滑
化法等を織り込み、また新たに「中小企業と消費者法」の章を設けて
判例をもとに解説！

専門訴訟講座⑦ （2013年9月発行）

会社訴訟─訴訟・非訟・仮処分─
　会社をめぐるさまざまな紛争の事前の差止め・仮処分から本訴、事
後の責任追及、非訟事件まで、法理、実務、解決へのノウハウ、審理
のあり方と要件事実を、斯界の高名な執筆陣が詳細に解説！

浜田道代・久保利英明・稲葉威雄　編

(2011年3月発行)

新谷勝　著

滝川宜信　著

滝川宜信　著 Ａ５判上製・916頁・本体6500円＋税 978-4-89628-597-8

(2011年10月発行)

会社訴訟・仮処分の理論と実務〔第２版〕
　紛争の解決を図るための理論・実務上の重要論点を抽出・分析し、
実務に役立つ指針を提示！　最近多発している濫用的会社分割をめぐ
る訴訟、法人格否認をめぐる訴訟を織り込んで改訂！

裁判事務手続講座<第12巻> （2008年10月発行）

■企業法務・契約・事業再編

〔会社法〕

書式　会社非訟の実務
─申立てから手続終了までの書式と理論

森・濱田松本法律事務所・弁護士法人淀屋橋・山上合同　編 Ａ５判・頁・本体3500円＋税 978-4-89628-488-1

　事件の類型ごとに、手続の概要、申立書、各種の報告書や契約書、
議事録、証明書などの実務上必要な書面、決定書、（即時）抗告申立
書など、138の書式・記載例を登載し、即実務で活用できる！

リーディング会社法〔第２版〕
　430以上の豊富なSlideにより視覚から会社法が理解できる基本書の
最新版！　最新の判例、会社計算規則・会社法施行規則等の改正法
令、株券電子化等の実務を織り込み改訂！

（2011年3月発行）

実務　会社法講義〔第３版〕
　会社法がダイナミックなビジネスの世界とどう結びついているのか
という視点と、実務の中でいかに活用できるかという視点を重視し、
立体的、横断的な解説を施した実践的手引書！

　経営の心がまえから役職員の義務、会社の機関、資金調達、事業再
編、事業承継等、実務に必須の知識を平易に解説した55の設問を収
録！

横浜弁護士会 会社法研究会　編 Ａ５判・249頁・本体2500円＋税 978-4-89628-900-2

田邊光政　監修
弁護士法人関西法律特許事務所・成和共同法律事務所

Ａ５判上製・957頁・本体8500円＋税 978-4-89628-427-8

(2010年3月発行)

高橋眞・村上幸隆　編 Ａ５判・680頁・本体5700円＋税

978-4-89628-890-2

978-4-89628-674-8

Ａ５判上製・701頁・本体5800円＋税 978-4-89628-722-6

Ａ５判・369頁・本体2850円＋税 978-4-89628-695-3

(2011年7月発行)

Ａ５判・1000頁・本体8500円＋税

(2007年12月発行)

詳解　会社法の理論と実務〔第２版〕
　平成18年５月施行の会社法を企業法務の最前線で活躍する弁護士が
施行後の実務を織り込み、理論と実務を体系的・立体的に書式・図表
を随所に収録して実践的に詳解！

(2013年10月発行)

民事法研究会 図書目録　

〔企業法務一般〕

実務論点会社法

成和明哲法律事務所　編 Ａ５判・608頁・本体4700円＋税 978-4-89628-670-0



スポーツ法務の最前線
─ビジネスと法の統合─

　スポーツ選手の契約と紛争、興行とコンテンツコントロール、放
送、通信による国内外への発信等、ビジネス・エンタメロイヤーとし
て花開くための必須知識と最新情報を多様な執筆陣が解説！

エンターテインメント・ロイヤーズ・ネットワーク　編 Ａ５判・308頁・本体2600円 978-4-86556-021-3

　簡易・迅速な下請代金回収のノウハウを、建設業法の条文解説とと
もに書式例を示してわかりやすく解説！　実務で即活用できる支払督
促書、監督官庁あて各種申立書、関係条文、通達等を収録！

田中彰寿　著

(2015年6月発行)

Ａ５判・387頁・本体3800円＋税

Ａ５判・300頁・本体3000円＋税

(2011年3月発行)

建設業法による
下請代金回収の理論・実務と書式

会社・経営のリーガル・ナビＱ＆Ａ
　中小企業経営者や法務担当者向けに、会社をめぐる設立から上場ま
での法律問題について、全10章、102問に及びわかりやすさを追求し
て解説！

五月会「Ｑ＆Ａ企業活動のための消費者法」編集委員会　編

法務リスク管理ガイドブック
　リスクとは何かなどの基本的な考え方から説き明かすとともに、取
引先の倒産、企業秘密、経営者・社員の不祥事等、問題となる16の
テーマに分けて、Ｑ＆Ａ形式で具体的な手法を詳解！

　企業法務の現場に立つ弁護士が数多く所属する大阪弁護士会の会派
「五月会」のメンバーが、これまであまり論じられることのなかった
企業活動という視点から消費者法を解説した画期的な書！

(2011年12月発行)

978-4-89628-806-3

978-4-89628-676-2

阿部・井窪・片山法律事務所　編 Ａ５判・553頁・本体4700円＋税 978-4-89628-721-9

東京弁護士会春秋会　編 Ａ５判・457頁・本体3500円＋税 978-4-89628-747-9

(2007年3月発行)

Ｑ＆Ａ　ＬＬＰの設立と実務
―法律・登記・会計・税務

　ＬＬＰの設立・登記から組合員の法律関係、ＬＬＰの運用における
法律問題、解散・清算までを、組合契約例、設立・変更・解散・清算
等の登記申請書例を織り込み詳説！

ＬＬＰ活用研究会　編 Ａ５判・357頁・本体2800円＋税 978-4-89628-368-6

(2007年3月発行)

中小企業のための戦略的定款
―作成理論と実務―

　企業間の競争が激化する現代社会において、生き残りをかけた中小
企業の経営戦略を支える柔軟かつ機動的な定款作成を提案！　専門家
のみならず経営者の意識改革をも目指す！

司法書士グループ・ＬＬＰ経営３６０°編
野入美和子・杉谷範子・柴富公行・伊藤大輔・猪之鼻久美子・河合保弘　著

Ａ５判・452頁・本体3500円＋税 978-4-89628-469-0

(2011年6月発行)

士業専門家による中小企業支援のてびき
　司法書士を中核として、社会保険労務士、中小企業診断士、税理
士、行政書士等の士業がそれぞれの専門領域の知識とノウハウを提供
しつつ、連携による中小企業の経営支援のあり方を解説！

企業支援司法書士グループＫＢＱ　編 Ａ５判・493頁・本体4500円＋税 978-4-89628-697-7

(2014年3月発行)

Ｑ＆Ａ中小企業事業承継のすべて
―そのときあわてないための73問―

　弁護士、公認会計士、税理士、不動産鑑定士、司法書士、社会保険
労務士が集結し、それぞれの専門分野をやさしく解説！　この１冊で
中小企業の事業承継の全体像がすべてわかる！

経営指導念書の理論と実際
―裁判例の動向と念書差入れの実務─

　保証類似行為としての経営指導念書について、裁判例を分析しつ
つ、その法的効力分析したうえで、企業間取引での活用方法や留意点
まで明解に示唆！

滝川宜信　著 Ａ５判上製・217頁・本体3000円＋税

福原哲晃 監修　中小企業事業承継・実務研究会 編 Ａ５判・351頁・本体3000円＋税 978-4-89628-904-6

(2001年6月発行)

978-4-89628-917-6

遠藤元一　著 Ａ５判・429頁・本体4000円＋税

978-4-89628-090-6

(2012年10月発行)

Ｑ＆Ａ　企業活動のための消費者法
―消費者トラブルを予防して円滑な企業活動を進めるために―

(2014年2月発行)

978-4-89628-812-4

循環取引の実務対応

(2015年1月発行)

企業情報管理実務マニュアル
―漏えい・事故リスク対応の実務と書式―

詳解　個人情報保護法と企業法務〔第５版〕
―収集・取得・利用から管理・開示までの実践的対応策―

　ＳＮＳへの不正書き込みやビッグデータの活用、外資系企業や海外
支店の場合など、加速度的に多様化が進む個人情報の取扱いの実務上
の注意点、今後の法改正の動向のほか、最新情報を追加！

978-4-89628-985-5

菅原貴与志　著 Ａ５判・397頁・本体3500円＋税

　競争力の源泉である企業情報の防衛・活用について、経営情報管
理・コンプライアンス情報管理・人事労務管理・知的財産管理など、
この問題に関する専門家が複合的な視点から詳解した話題の書！

Ａ５判・442頁・本体4000円＋税

(2011年11月発行)

長内健・片山英二・服部誠・安倍嘉一　著

(2012年10月発行)

　不正会計に利用されやすい取引類型を豊富な図を駆使して整理し、
予防・発見・事後対応の手法を具体的に提示するとともに、裁判例・
第三者委員会報告書を精緻に分析して法的紛争解決の指針を探求！



978-4-89628-993-0滝川宜信　著 Ａ５判・616頁・本体5500円＋税

滝川宜信　著 Ａ５判・474頁・本体4000円＋税 978-4-89628-970-1

　各種個別契約書の基本条項例を示しつつ多様な状況に対応できるよ
う、実際の条項作成や審査に必要となるノウハウ・必修知識を条項変
更例などとともに明示した実践的手引書！

取引基本契約書の作成と審査の実務〔第５版〕

岡本幹輝　著

(2006年12月発行)

活用英文契約文例
　実務で使用している実際の英文契約書から生きた文例を、契約書作
成の実務において必須のキーワード別に分類・整理した、使いやすい
文例集！　国際取引・紛争実務関係者必携！

Ａ５判・403頁・本体3200円＋税 978-4-89628-359-4

978-4-89628-895-7

　第５版では、反社会的勢力の排除、通知義務の基本条項の変更や最
新の法令、実務の変更に対応させ改訂！　数十社に及ぶ契約書を比
較・検討し、逐条ごとに判例・学説・実例を踏まえて詳解！

(2015年1月発行)

弁護士　村瀬拓男　著

　初心者が国際取引を今すぐ始めたい時や、最低限の英語で契約書を
まとめたい時の要点を明示！　ライセンス契約、製造委託契約、役務
提供契約、代理店契約のよくある契約書の記載事項も解説！

業務委託（アウトソーシング）契約書の作成と審査の実務

実務　契約法講義〔第４版〕
　第４版では、重要判例を追録するとともに、契約実務の動向や法改
正などから必要性に乏しくなった事項を削除し、新保険法の施行や著
者の研究の成果を踏まえて大幅改訂増補！

弁護士・米国公認会計士　佐藤孝幸　著

(2013年11月発行)

複数契約の理論と実務
　複数の契約により実現される取引において、一方の契約が解除され
て効力を失ったことが、他方の契約にいかなる影響を与えるかなどが
争われた裁判例を検証し、実務の指針を探究！

小林和子・太田大三　編著 Ａ５判・324頁・本体3200円＋税

978-4-89628-802-5Ａ５判・578頁・本体4800円＋税

（2012年8月発行）

(2013年10月発行)

978-4-89628-958-9

(2013年6月発行)

ソーシャルメディア活用ビジネスの法務
　企業が、ブログ・Twitter・Facebookなどを活用してＰＲや販促
（広告・クーポン）、通販・サービス提供などのビジネスを行う場合
の法的留意点をコンパクトにＱ＆Ａ方式で解説！

松本恒雄　監修　ソーシャルメディア法務研究会　編 Ａ５判・208頁・本体2000円＋税 978-4-89628-867-4

市毛由美子・大東泰雄・西川貴晴・竹内千春　著 Ａ５判・284頁・本体2200円＋税

(2014年10月発行)

(2012年5月発行)

ビジネス契約書の基本知識と実務〔第２版〕
　東日本大震災以降、見直しがされている「不可抗力」条項の要点を
はじめ、暴力団排除条例が施行されたことを受け、反社会的勢力の排
除に係る契約条項などを新設！

(2012年8月発行)

(2015年1月発行)

電子書籍・出版の契約実務と著作権〔第２版〕
　電子出版へ出版権が拡張された改正著作権法に対応し、出版権制度
と契約文例を出版実務に即して全面改訂！　著作権者、出版権者双方
が使える新たな契約内容がわかる！

Ａ５判・232頁・本体2200円＋税 978-4-89628-987-9

Ｑ＆Ａ　プライベート・ブランドの法律問題
─商品企画・開発から製造、販売までの留意点─

　ＰＢ商品を扱う流れに沿って、小売業者・製造業者が現場で留意し
たい法的課題81点を厳選し、Ｑ＆Ａ形式でわかりやすく、簡潔に解
説！

弁護士　花野信子　著 Ａ５判・247頁・本体2000円＋税 978-4-89628-804-9

中村秀雄著 Ａ５判・279頁・本体2600円＋税

(2012年12月発行)

弁護士に学ぶ！　交渉のゴールデンルール
─読めば身に付く実践的スキル─

　交渉前から交渉場面を経てクローズへと、準備、会話、駆け引き等
の「誰でも簡単に習得して、すぐに応用できるノウハウ」を、平易に
解説した実践的手引書！

奥山倫行　著 四六判・188頁・本体1400円＋税 978-4-89628-821-6

(2014年8月発行)

弁護士に学ぶ！　クレーム対応のゴールデンルール
─ピンチをチャンスに変える実践的スキル──

　経験豊富な弁護士が、クレーム対応にあたっての心構えから予防方
法、柔軟・公平・公正・迅速な対応手法を、豊富な図を織り込み具体
的に解説！

奥山倫行　著 四六判・232頁・本体1600円＋税 978-4-89628-960-2

〔契約・契約書〕

978-4-89628-780-6

英文契約書 取扱説明書─国際取引契約入門─



(2009年6月発行)

経営統制（中小企業版内部統制）と資金調達
─中小企業支援のための新理論と実務─

　中小企業が正しく生き残るために取り組むべき経営統制という新た
な概念・理論を提示し、社内体制構築の手法や銀行融資に頼らない資
金調達方法を明示！

　コンプライアンス推進・リスク回避・人事労務管理等の観点から各
条文ごとに立法経緯・判例等を踏まえた詳細な解説を施し、企業内の
「内部通報制度」の適切な指針を明示！

Ａ５判・223頁・本体2000円＋税

田島掌・鈴木健彦・酒井恒雄・杉谷範子・伊藤大輔・河合保弘　著 Ａ５判・387頁・本体3300円＋税

Ａ５判・706頁・本体5700円＋税 978-4-89628-414-0

(2006年5月発行)

978-4-89628-544-4

978-4-89628-671-7

978-4-89628-321-1

公益通報者保護法と企業法務

田口和幸・丸尾拓養・原田崇史・加藤寛史　編著

コンプライアンス時代における

事故対応・損害賠償の実務の手引

新谷勝　著 Ａ５判・439頁・本体3600円＋税

会社・役員の民事・刑事責任とコンプライアンス法務
　会社法はもとより金商法違反、独禁法違反、不競法違反から消費者
法、労働法まで、各法に規定されている会社・役職員の責任とともに
コンプライアンス体制構築の考え方を解説！

金融破綻と経営規律
─金融コンプライアンスの挑戦─

　銀行・信用金庫・農協など金融機関の経営者から現場の責任者向け
の実践・研修のテキストとして、さらに次世代を担う新入社員にすす
める注目の書！

御宿義　著 四六判上製・205頁・本体1400円＋税 978-4-89628-605-2

　法制審議会の会社法制部会でも始まった企業統治のあり方や親子会
社に関する規律等、会社法制の見直しの議論を理解するうえで必須の
関係資料を収録！

神作裕之・武井一浩　編 Ａ５判・672頁・本体3800円＋税 978-4-89628-621-2

(2011年3月発行)

井窪保彦・佐長功・田口和幸　編著 Ａ５判・449頁・本体3700円＋税 978-4-89628-336-5

実務　企業統治・コンプライアンス講義〔改訂増補版〕
　新会社法における内部統制や日本版ＳＯＸ法、内部通報者保護法、
金融商品取引法、改正独占禁止法などの最新の法令・実務の動向を踏
まえて改訂を施した待望の書！

（2006年8月発行）

　長年、第一線で国際契約関係の業務に携わってきた著者が、最新の
法令や判例を織り込みつつ、意図したことを簡潔に漏れなく盛り込ん
で契約書を作成するための知識・ノウハウを明示した待望の改訂版！

中島憲三　著 Ａ５判・371頁・本体3700円＋税

(2007年11月発行)

(2009年4月発行)

英文ライセンス契約書の書き方〔第２版〕
―その作成と交渉のポイント―

英文ライセンス契約実務マニュアル〔第２版〕
─誰も教えてくれない実践的ノウハウ─

　初版刊行後、５年間における法律改正や判例、実務の動向等の最新
の情報を踏まえて、大幅改訂増補！　英文ライセンス契約に関する理
論と実務を「実務家の視点」から総括した待望の総合的マニュアル！

(2010年5月発行)

(2012年2月発行)

これだけは知っておきたい

英文ライセンス契約実務の基礎知識
　企業においてライセンス契約実務に取り組む方、知的財産契約を研
究する学生のために、英文ライセンス契約の要諦をわかりやすく解
説！　厳選された契約事例や文例も満載！

978-4-89628-523-9

小高壽一　著

小高壽一　著 Ａ５判・291頁・本体2700円＋税 978-4-89628-753-0

〔内部統制・コンプライアンス〕

(2015年1月発行)

(2010年4月発行)

コーポレート・ガバナンス　ハンドブック

　交通事故をはじめとする各種事故の被害者救済、抜本的解決につな
がる適切な対応方法を加害者の視点から解説！　企業の法務・危機管
理担当者や企業法務に携わる法律実務家の必読書！

東谷隆夫・高橋大祐・渡邊竜行・佐藤健太　著 Ａ５判・358頁・本体3700円＋税 978-4-89628-989-3

〔公益通報〕

(2012年5月発行)

通報者のための公益通報者保護・救済の手引〔第２版〕
　通報者から相談を受けた際の対処方法を明示しており、弁護士だけ
でなく、市民団体・消費者団体関係者はもちろん、通報を受ける側の
企業・行政の通報窓口関係者の必携書！

日本弁護士連合会消費者問題対策委員会　編 Ａ５判・295頁・本体2700円＋税 978-4-89628-783-7



(2010年3月発行)

詳解　国際租税法の理論と実務
　国際租税法の第一人者である著者が、クロスボーダー取引が日常化
している今日の状況下における最新の理論と実務の指針を明示した待
望の書！

Ａ５判・743頁・本体7500円＋税 978-4-89628-757-8

志賀櫻　著 Ａ５判・517頁・本体4500円＋税 978-4-89628-597-8

ＲＥＩＴのすべて
■新規組成・上場から倒産処理まで

　Ｊ－ＲＥＩＴの法務・実務を網羅的に解説した本格的専門書！　設
立・上場、コーポレートガバナンス、資金調達から事業再生・事業再
編まで、関係する法令等を踏まえて多面的に解説！

(2011年8月発行)

入門　国際取引の法務
【付】英文国際契約書例

牛嶋龍之介　著

978-4-89628-580-2

　国際取引の第一線で活躍する弁護士が、公法・私法・手続法を縦断
する国際取引の法務についてわかりやすく解説し、基礎知識の理解か
ら実践へと架橋する待望の入門書！

Ｑ＆Ａ　ＦＴＡ・ＥＰＡハンドブック
─関税節約スキームとしての活用法─

　業経営戦略としてより有利な関税の適用を受けるための具体的方策
を明示！　日常的に国際取引を行う企業にとって必須となる関税節約
スキームをＱ＆Ａ方式で解説！

弁護士　末冨純子　著

Ａ５判・285頁・本体2600円＋税 978-4-89628-707-3

(2009年11月発行)

(2013年3月発行)

Ａ５判・240頁・本体2200円＋税 978-4-89628-841-4

　実務で使用している実際の英文契約書から生きた文例を、契約書作
成の実務において必須のキーワード別に分類・整理した、使いやすい
文例集！　国際取引・紛争実務関係者必携！

ＥＵ競争法の手続と実務
　手続重視のEU競争法の観点から、正式な一連の手続を網羅し、実務
家が知りたい制度や手続方法の要点がわかる！　ＥＣ条約や理事会規
則等の重要条文の邦訳を巻末に掲載！

井上朗　著 Ａ５判・405頁・本体4000円＋税

(2006年12月発行)

(2012年5月発行)

英文契約書 取扱説明書─国際取引契約入門─
　初心者が国際取引を今すぐ始めたい時や、最低限の英語で契約書を
まとめたい時の要点を明示！　ライセンス契約、製造委託契約、役務
提供契約、代理店契約のよくある契約書の記載事項も解説！

中村秀雄著 Ａ５判・279頁・本体2600円＋税

(2012年5月発行)

西村あさひ法律事務所
弁護士　新家寛・弁護士　上野元　編

(2012年4月発行)

実務のための金融商品取引法〔第２版〕
　平成20年・21年・22年・23年の金融商品取引法改正と、それに伴い
整備された政令・府令等の改正に対応させ、実務の動向も織り込み改
訂した最新版！

平下美帆　著 Ａ５判・632頁・本体5400円＋税 978-4-89628-768-4

(2009年6月発行)

〔資金調達〕

978-4-89628-780-6

岡本幹輝　著 Ａ５判・403頁・本体3200円＋税

〔国際法務〕

(2014年9月発行)

モンゴル法制ガイドブック
　日本の企業がモンゴル進出にあたって知っておきたい、基本的な法
律から外国投資に関する法制度と現地法人の実務、さらには、企業の
業態別に留意すべきことを解説した貴重な情報が満載の書籍！

井上朗　著 Ａ５判・334頁・本体4000円＋税 978-4-89628-963-3

978-4-89628-359-4

活用英文契約文例

経営統制（中小企業版内部統制）と資金調達
─中小企業支援のための新理論と実務─

　中小企業が正しく生き残るために取り組むべき経営統制という新た
な概念・理論を提示し、社内体制構築の手法や銀行融資に頼らない資
金調達方法を明示！

田島掌・鈴木健彦・酒井恒雄・杉谷範子・伊藤大輔・河合保弘　著 Ａ５判・387頁・本体3300円＋税 978-4-89628-544-4

〔Ｍ＆Ａ・事業再編〕



978-4-89628-810-0

会社合併の理論・実務と書式〔第２版〕
─労働問題、会計・税務、登記・担保実務まで─

  第２版では、事業再編計画の実行について、より実践的な解説を加
えるとともに、独占禁止法等の法改正に対応させ、最新の判例・実務
の動向を織り込んで大幅に改訂増補！

〔編集代表〕伊藤眞・多比羅誠・須藤英章

コンパクト倒産・再生再編六法2015
─判例付き―

　再生型・清算型の倒産手続から事業再生、Ｍ＆Ａまで、倒産・再
生・再編手続にかかわる法令・判例等を精選して収録した実務のため
の六法！　2015年３月１日現在の最新法令！

Ａ５判・693頁・本体3400円＋税 978-4-86556-019-0

(2011年8月発行)

事業譲渡の理論・実務と書式〔第２版〕
─労働問題、会計・税務、登記・担保実務まで─

  第２版では、企業結合に関するガイドライン等の改定・策定に対応
させるとともに、最新の判例・実務の動向を織り込んで大幅に改訂増
補！

Ａ５判・685頁・本体5700円＋税 978-4-89628-897-1

変貌する銀行の法的責任
　バブル経済の崩壊で深刻化した銀行等金融機関の取引をめぐるトラ
ブルが裁判でどのように解決されているか、その法的解決の実情を検
討・分析し、拡大する銀行取引トラブルの解決基準を示す！

(2011年9月発行)

事業再編実務研究会　編 Ａ５判・1017頁・本体8000円＋税 978-4-89628-547-5

(2013年10月発行)

バーチャルマネーと企業法務
―電子マネー・ポイント・電子記録債権―

　電子マネー、ポイント、電子記録債権それぞれのシステム・制度の
概要および法的性質の検討を行い、実務上想定しうる具体的な場面に
即して、そこで生じうる法的な問題点等につき詳細に考察！

升田純　著

(2009年10月発行)

モンスタークレーマー対策の実務と法〔第２版〕
【法律と接客のプロによる徹底対談】

　弁護士とクレーム対応の専門家が問題の本質から実情、対策、解決
の方向性まで具体的に明示！　現場でのより的確なクレーム対応の実
現を図るため、業務ごとの事例も充実！

北浜法律事務所　編（編集代表・弁護士　中森亘） Ａ５判・407頁・本体3400円＋税 978-4-89628-713-4

978-4-89628-708-0

最新　事業再編の理論・実務と論点
─21世紀型私的整理の手法と展望─

　私的整理の手法を用いた企業再建・事業再生の方策を、法律、経
済、経営、金融等の第一線の研究者、実務家が豊富な図・表を織り込
み具体的に解説した実践的手引書！

編集代表：今中利昭 編集　山形康郎・赫高規・竹内陽一・丸尾拓養・内藤卓 Ａ５判・303頁・本体2800円＋税

編集代表：今中利昭　編集：髙井伸夫　小田修司　内藤卓 Ａ５判・702頁・本体5600円＋税

事業再編シリーズ３

  編集代表：今中利昭
　編集：辻川正人・山形康郎・赫高規・竹内陽一・丸尾拓養・内藤卓

Ａ５判・608頁・本体5100円＋税 978-4-89628-688-5

事業再編シリーズ２ (2011年4月発行)

事業再編シリーズ１ (2013年1月発行)

会社分割の理論・実務と書式〔第６版〕
─労働契約承継、会計・税務、登記・担保実務まで─

　平成24年10月最判、法制審議会会社法制部会「会社法制の見直しに
関する要綱案」等に対応！　手続の流れに沿って具体的実践的に解説
をしつつ、適宜の箇所に必要な書式を収録した至便の１冊！

事業再編シリーズ４ (2012年6月発行)

株式交換・株式移転の理論・実務と書式
─労務、会計・税務、登記、独占禁止法まで─

　ビジネスプランニングから、スケジュールの立て方・留意点、訴訟
手続、経営者の責任から少数株主の保護までを丁寧に網羅！

編集代表　土岐敦司 編集　唐津恵一・志田至朗・辺見紀男・小畑良晴 Ａ５判・354頁・本体3300円＋税 978-4-89628-788-2

(2015年5月発行)

(2009年6月発行)

(2011年4月発行)

升田純・関根眞一　著 Ａ５判・181頁・本体2000円＋税 978-4-89628-570-3

新しい農協法務
―課題と実践のガイド─

　厳しい環境が続く農協、その経営理念と法律問題を総合的にとら
え、農協法務の課題と実践の方策を明らかにした関係者必読の書！
新しい農協法務の課題、農協を支える三本の柱を軸に論述！

御宿義　著 Ａ５判・141頁・1260円＋税 978-4-89628-683-0

(2013年5月発行)

再生可能エネルギーの法と実務
 平成25年度特別措置法の内容から、発電設備の設置・運営をめぐる
法規制や留意点まで、再生可能エネルギー事業を推進するための法制
度と資金調達を事業者の立場から詳解！

ＴＭＩ総合法律事務所　弁護士　深津功二　著 Ａ５判・319頁・本体3300円＋税 978-4-89628-865-0

(2011年12月発行)

事業再編のための企業価値評価の実務
　Ｍ＆Ａ、事業再編の場面において必須となる企業の価値を正確に算
定する手法を、財務・法務の両面から豊富な図・表・書式を織り込み
実践的に解説！

四宮章夫　監修
(株)グラックス・アンド・アソシエイツ　弁護士法人淀屋橋・山上合同　編

Ａ５判・521頁・本体4500円＋税 978-4-89628-741-7

〔その他の企業実務〕



ＴＭＩ総合法律事務所　弁護士　深津功二　著 Ａ５判・541頁・本体4700円＋税 978-4-89628-630-4

(2010年8月発行)

(2011年5月発行)

一般法人・公益法人役員ハンドブック
　役員に対する様々な責任追及のリスクや過程の実態、訴訟への応
訴・追行の実情等を紹介し、防衛対策を具体的に示しつつ損害賠償責
任の追及への対策を明示！

升田純　著 Ａ５判・261頁・本体2300円＋税 978-4-89628-693-9

土壌汚染と法務
　平成22年４月施行の改正土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調
査、汚染土壌の搬出・処理等の汚染土地の管理等について政令・省
令・施行通知も踏まえてわかりやすく解説！


