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図書のご注文について
Ⅰ 書店でお求めの場合
●お求め方法
本図書目録掲載の図書は弊社常備書店（166〜168ページをご覧ください）もしくは最寄りの
書店を通してお求めください。
●品切れの場合
書店で在庫切れの場合は、その書店でご注文ください。お取寄せにかかる日数は書店店頭にてご
確認ください。
●図書の在庫は毎日変動しています。目録収録後、品切れになる場合もありますのでご了承くださ
い。

Ⅱ

オンラインでお求めの場合
●弊社の図書はインターネットでもご案内しています。
弊社書籍紹介サイトの URL https://store.kinzai.jp/public/top/book/
●インターネット販売は事前にお断りすることなく、サービス内容を変更する場合があります。

Ⅲ

弊社への直接注文の場合
●最寄りの書店が無い場合等、弊社にて直接ご注文を承ります。この場合、図書代金に送料を加え
た金額を申し受けます。必要事項を本目録最終ページのお申込書にご記入のうえ、郵送または
ファクシミリにてご注文願います。お申込書が弊社に到着後、7〜10日前後でお届け致します。
●代金につきましては、請求書と振込用紙を同封させて頂きますので、お振込みにてお支払いをお
願いします。ご不明な点は弊社カスタマー・サービス・センターまでお電話にてお問い合わせく
ださい。
カスタマー・サービス・センター TEL 03-3358-2891（ 直通 ） 平日 AM9：00〜PM5：00
注）ご注文の際には、各書籍に付した ISBN コード（例、ISBN978–4–322–11403–4）も
ご活用ください。

書籍内容に関するお問い合わせについて
お電話あるいはFAXにて、下記までお問い合わせください。
出版部 TEL 03-3355-2251
（直通） FAX 03-3357-7416
平日AM9：00〜PM5：00
各書籍のISBNコード右側のA等の記号は、当該書籍の担当編集部を示しています。
記号と担当編集部の対応は以下のとおりです。
A 出版部 B 出版センター C 金融法務編集部 D FPセンター E FP技能士センター
F 教育研修事業部 G 消費者信用編集部 H 検定センター

この図書目録には、原則として2022年4月末時点で弊社が販売する既刊書を収録しています。なお、改訂、
増補による重版等があった場合、定価が変更されることがあります。
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金融規制 • 行政
信用金庫便覧2021－2022

令和元年会社法改正や、令和３年銀行法
等改正等により、大きく改正された信用
金庫関係法令の最新版を収録。監督指針
や規程類の参考例など、原則、令和４年

一般社団法人全国信用金庫協会編

2022.４刊 Ａ５判・上製・1,616ページ 定価4,840円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13993-8 C2033
A

１月１日までに施行（適用）された法令
改正や金融行政等に関する内容を掲載。

金融機関の法務対策6000講〈全6巻〉
Ⅰ

金融機関の定義・コンプライアンス 編

Ⅱ

預金・内国為替・投資商品 編

Ⅲ

付随業務・周辺業務・Fintech 編

Ⅳ

貸出・回収 編

Ⅴ

担保 編

Ⅵ

保証・取引先支援・事業再生 編

金子

修・神田秀樹・中務嗣治郎・古澤知之監修

2022.２刊
Ⅰ巻
Ⅱ巻
Ⅲ巻

金融法務のすべてを網羅した実務の定本

各巻Ｂ５判・箱入り

ISBN978-4-322-13851-1
ISBN978-4-322-13852-8
ISBN978-4-322-13853-5

各巻定価11,000円
（税込⑩） 全６巻セット定価66,000円
（税込⑩）
C2032
C2032
C2032

Ⅳ巻
Ⅴ巻
Ⅵ巻

ISBN978-4-322-13854-2
ISBN978-4-322-13855-9
ISBN978-4-322-13856-6

C2032
C2032
C2032

A

◇実務で起こりうるあらゆる問題点に関して解説された金融実務の定本。
◇初版（昭和33年）発刊以来、60年以上にわたり現場で信頼されてきた実績と最新実務慣行が融合。
◇第一線で活躍する金融実務家、弁護士、裁判所関係者からなる豪華執筆陣により大幅に改訂。
◇「設問」→「結論」→「解説」の形式でわかりやすく構成。「解説」では根拠となる法令や判例が明
記され、実務上必要なさまざまな論点に言及。
◇2018年刊行の『金融機関の法務対策5000講』を、４年ぶりに全面刷新！

信用組合便覧2021〜2022
―中企法・協金法四段対照表―
信用組合研究会編
2022.１刊

Ａ５判・上製・964ページ 定価4,620円（税込⑩）
ISBN978-4-322-14018-7 C2033
A

信用組合の組織・業務の基本法である
「中小企業等協同組合法」「協同組合によ
る金融事業に関する法律」の法規四段対
照表に重点を置き、協金法が準用してい
る主要な銀行法の条文、主要な告示の概
要、年表を掲載。実務に寄り添う一冊。
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マネロン・テロ資金供与対策
の理論と実務
高橋良輔編著／
大澤貴史・津田
2022.１刊

Q&A

慧・宮田

穣著

Ａ５判・456ページ 定価4,950円（税込⑩）
ISBN978-4-322-14005-7 C2032
C

金融サービス仲介業

有吉尚哉監修／
芝 章浩・下田顕寛・山本俊之編著
2021.11刊

Ａ５判・204ページ 定価1,980円（税込⑩）
ISBN978-4-322-14001-9 C2032
A

グローバルコンプライアンス
の実務
高橋大祐著

2021.11刊

Ａ５判・360ページ 定価3,960円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13985-3 C2032
A

〈第4版〉

局の目線を踏まえ、法規制や実務対応を
解説。マネロン・テロ資金供与対策を理
論面と実務面の双方向から整理。実務担
当者・AML 専門家必携の１冊。
2021年11月１日施行の金融サービス提
供法（旧金融商品販売法）のうち、金融
サービス仲介業制度の全容を Q&A 形式
でわかりやすく解説。金融プラット
フォーマーになることを目指す企業の疑
問すべてに答える一冊。
経済制裁・輸出管理・AML/CFT・贈賄
防止・競争法・データ保護・サイバーセ
キュリティ・SDGs/ESG――主要分野
む多様化の動向、企業の実務対応を平易
に解説。
保険業務に関する法令等の基本知識をわ
かりやすく解説。現場での実務に資する
よう、Q&A 形式で対応方針をわかりや

中原健夫・山本啓太・関

秀忠・岡本大毅著

Ａ５判・452ページ 定価3,850円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13971-6 C2032
A

詳説

すく具体的に明示。保険会社・代理店で
の研修、法曹界関係者の知識整理にも最
適。銀行窓販担当者には必携の書。
特定商取引法・割賦販売法のポイントが

特定商取引法・割賦販売法
中崎

を担当した執筆者らが、FATF および当

でのルールの域外適用やソフトローを含

保険業務のコンプライアンス

2021.10刊

金融庁にて FATF 第４次相互審査対応

隆著

2021.８刊

わかりやすいと評判の旧版を増補・改
訂。旧版（2010年）後の改正を全面カ
バー。2008年の大改正時の担当官によ

Ａ５判・596ページ 定価4,400円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13842-9 C2032
G

新・逐条解説

資金決済法

る解説。クレジット業界、弁護士、消費
者相談担当者の必須本。
資金決済法立法時の担当官が、同法のそ
の後の展開と現在の姿を解明。前払式支
払手段・資金移動業・暗号資産交換業の

高橋康文編著／堀

天子・森

毅著

2021.７刊 Ａ５判・２冊箱入・876ページ 定価7,150円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13962-4 C2032
A

4

対比表、法律・施行令・内閣府令・事務
ガイドラインの対比表などを収録した
「別冊資料編」付き。
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2020年改正対応

割賦販売法・特定商取引法
三段対照法令集
弁護士法人片岡総合法律事務所編著
2021.６刊

詳解

Ａ５判・696ページ 定価3,410円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13959-4 C2032
F

デジタル金融法務

2020年改正割賦販売法および特定商取引
法について、それぞれ法律・施行令・施
行規則がひとめで分かる三段対照表で掲
載。パブリックコメントへの回答他も収
録した実務関係者必携の一冊。

決済・送金・貸付・暗号資産サービスに
適用される金融規制の外縁と実務上の最
新論点を Q&A で解説！ 新たなサービス

佐野史明著

2021.５刊

を市場に投入する場合、どのような規制
Ａ５判・436ページ 定価3,850円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13951-8 C2032
A

バーゼル委員会の舞台裏

―国際的な金融規制はいかに作られるか―
秀島弘高著

2021.５刊

四六判・284ページ 定価2,000円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13952-5 C2033
A

佐々木清隆編著

Ａ５判・284ページ 定価2,750円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13850-4 C2033
A

注釈 金融商品取引法〈改訂版〉
第１巻〔定義・情報開示規制〕

岸田雅雄監修／
神作裕之・弥永真生・大崎貞和編集

2021.４刊 Ａ５判・上製・1,388ページ 定価13,200円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13449-0 C2032
A

巨大銀行の破綻処理

―ベイルアウトの終わり、ベイルインの始まり―
小立

敬著

2021.３刊

ル・プラットフォーマー必携の一冊。
バーゼルⅢの審議過程で主要な役割を果
たした著者が、日本の金融界・金融当局
にとっての教訓を導き出す !!

国際交渉

の過程で展開されるドラマを巡る、氷見

グローバル金融規制と
新たなリスクへの対応
2021.４刊

が適用されるのか？ 金融機関やデジタ

野良三金融庁長官との対談を収録。序
文・中曽宏前日銀副総裁。
日本の金融市場におけるリスク管理、コ
ンプライアンス、内部監査、ガバナンス
等について、内外環境の急速な変化の中
で直面する新しい課題に対応した規制の
あり方や解決策を金融庁の担当者を中心
とした執筆陣が解説。
「注釈金融商品取引法

第１巻」の改訂

版。暗号資産を「金銭」とみなし、収益
分配を目的とするトークンを企業内容等
の開示規制の対象とした令和元年改正、
「金融サービス仲介業」の創設に伴う令
和２年改正を反映。
政府による巨大銀行の救済（ベイルイン）
はもう許されない。国際合意を受けて各
国政府はどのような制度を準備し、具体
的な破綻処理戦略を描いているのか、金

Ａ５判・348ページ 定価2,800円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13593-0 C2033
A

融機関の株主・預金者以外の債権者はど
のように損失を負担させられるのか。
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金融機関
コンプライアンス50講
有吉尚哉・五十嵐チカ編著
2021.２刊

Ａ５判・324ページ 定価2,970円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13713-2 C2032
A

図説

応も見据えて近時のコンプライアンス上
の論点・トピックを詳細に解説。金融実
務の状況を踏まえた分かりやすい解説
を、50問の Q&A として収録。

金融を取り巻く環境の激変とともに現在

金融規制の潮流と銀行 ERM
―続・金融工学とリスクマネジメント―
吉藤

金融検査マニュアル廃止後の規制当局対

茂著

2020.９刊

Ａ５判・320ページ 定価3,080円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13496-4 C2033
A

も進行中の規制強化や制度改正の功罪、
その結果として金融業がどう変わってい
くのか――危機対応の最前線に携わって
きた実務家が、「金融工学とリスクマネ
ジメントの視点」で探求する。

金融規制の原則

金融危機後、米欧での規制改革の全体像

ジョン・アーマー、
ダン・オーレイ、ポール・デイヴィス、
ルカ・エンリケス他著／
大久保良夫・高原洋太郎監訳

クスフォード大学大学院の教授陣が、金

2020.９刊

Ａ５判・1,048ページ 定価8,800円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13528-2 C2033
A

〈KINZAI バリュー叢書〉

経済再興のための
金融システムの構築
益田安良著

2020.７刊

四六判・228ページ 定価1,760円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13559-6 C2033
A

を分析した大著、待望の日本語訳！オッ
融の機能に着目して規制のあり方にアプ
ローチした本書は、ポストコロナ時代の
金融システムを考えるうえでの必読書。
日本の金融システムの問題点とは。バブ
ル期以降の金融政策・制度を読み解き、
マイナス金利下の特異なマネーフローを
脱して経済再興に至る道筋をアドバイス
する。経済構造改革を金融がいかに主導
すべきか。金融構造の本質を問う。

金融システム批判・序説

フィデューシャリー・デューティー、ス

ステファン・デイビス、
ジョン・ルコムニク、
デイビッド・ピットワトソン著／
奥野一成・杉山修司・花岡 博訳

るのはなぜか。金融システムの病理への

―脅かされる市民投資家の年金とオーナーシップの復活―

2020.４刊

四六判・444ページ 定価3,300円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13454-4 C2033
A

金融検査マニュアル廃止後における

信用リスク・資産査定管理態勢
一般社団法人金融財政事情研究会編
2020.３刊
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Ａ５判・504ページ 定価3,520円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13533-6 C2033
A

チュワードシップ、ESG が脚光を浴び
処方箋は、老後に備えて貯蓄を行う市民
の投資先企業に対するオーナーシップを
回復することにあると説く。
『金融機関の信用リスク・資産査定管理
態勢』の改題改訂版。自己査定の基本か
ら、償却・引当、自己資本比率への影響
まで、全160の Q&A でわかりやすく示し
た必携のハンドブック！

金融規制・行政

詳説

バーゼル規制の実務

―バーゼルⅢ最終化で変わる金融規制―
吉井一洋編著／
金本悠希・小林章子・藤野大輝著
2019.７刊

Ａ５判・488ページ 定価4,400円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13421-6 C2033
A

金融機関の

2019.４刊

Ａ５判・180ページ 定価1,980円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13455-1 C2032
A

フェア・ディスクロージャー・
ルールブック
黒沼悦郎・吉川
2019.３刊

純・株式会社大和総研著

Ａ５判・288ページ 定価2,750円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13438-4 C2032
A

インサイダー取引規制・
フェアディスクロージャールール入門
良・田路至弘著
2019.２刊

Ａ５・184ページ 定価1,650円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13091-1 C2032
A

OTCデリバティブ規制改革と
FMI原則

映。2022年の改革実施に際して、必要と
なる考え方や計測手法をこの一冊で理解
できる！

基本方針の読み方を解説。日本取引所自
主規制法人「上場会社における不祥事予
の業務運営に関する原則」等との関係も
紹介。
2018年４月から施行されたフェア・ディ
スクロージャー・ルールを詳説した基本
書。立案過程の分析や諸外国の制度との
比較を通じて FD ルールの意義・構成要
素を解明。情報開示に萎縮効果が生じな
いよう実務的な対策を提示。
インサイダー取引について、対象の有価
証券は何か、重要事実とは何か、会社関
係者とは誰か、どのような行為が禁止さ
れるのか、どのような場合に公表された
といえるのかの５点で解説。2018年４月
施行の FD ルールも併せて解説。
OTC デリバティブ規制改革の全貌につ
いて、清算集中義務・マージン規制から
F M I 原則、C C P の再建・破綻処理ま
で、我が国の動向と国際的な議論の双方

羽渕貴秀著

Ａ５判・上製・304ページ 定価4,400円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13292-2 C2033
A

実務必携

月末までに公表された規則・府令等を反

防のプリンシプル」、金融庁「顧客本位

今野雅司著

2018.10刊

した。バーゼルⅢ最終合意後の2019年 ３

金融庁のコンプライアンス・リスク管理

コンプライアンス・リスク管理

芳賀

バーゼル規制改革の進展を網羅的に整理

信用金庫法

を踏まえて包括的に説明した、本邦初の
解説書。
実務の現場で「条文」を使いこなす！信
用金庫法に造詣が深い筆者が、「条文の
趣旨」「施行令・施行規則」「判例・裁判

鈴木仁史著

2018.７刊 Ａ５判・上製・868ページ 定価11,000円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13291-5 C2032
C

例」に基づき実務対応の指針を示す。会
社法、銀行法の改正にも対応し、準用規
定を詳説した最新のコンメンタール。
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イチから知る！

フェア・ディスクロージャー・
ルール
神田秀樹監修／米山徹幸著
2018.６刊

Ａ５判・248ページ 定価2,640円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13274-8 C2032
A

銀行法精義

投資家と接する立場にある上場企業の役
職員の新たな常識、2018年４月から施行
された改正金融商品取引法のフェア・
ディスクロージャー・ルールを徹底解
説。アメリカの事例を参考に日本の IR
実務の今後のあり方を考察。
法律の専門家でない人にも読みやすい名
著『詳解銀行法』の改題最新版。著者が
立法担当者となった1982年の銀行法改正
以降、「電子決済等代行業者」制度を導

小山嘉昭著
2018.５刊

Ａ５判・上製・616ページ 定価7,150円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13254-0 C2032
A

はじめての金融業務

入した2018年の改正に至るまでの歴史を
活写。
預金、為替、貸付の基本業務に加え、投
信・保険など、金融機関が現在取り扱っ
ている業務をくまなく網羅。営業店配属

宇佐美

豊編著／永田明良・美谷拓也著

2018.２刊

Ａ５判・292ページ 定価2,420円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13223-6 C2032
A

Q&A

三宅英貴著

2018.２刊

Ａ５判・184ページ 定価2,420円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13241-0 C2032
C

金融機関職員なら知っておきたい
個人情報の取扱い
和田洋一・北村剛士・小田倉宏和著
2017.12刊

Ａ５判・264ページ 定価3,080円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13240-3 C2032
C

銀行法
池田唯一・中島淳一監修／佐藤則夫編著／
本間 晶・笠原基和・冨永剛晴・波多野恵亮著
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務にはじめて携わる方に最適な教科書。

証券監視委で主任調査官として開示検査

開示検査と
会計不祥事対応の実務

2017.11刊

を控えた新入行職員など、金融機関の業

Ａ５判・上製・564ページ 定価7,700円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13225-0 C2032
A

に従事し、大手監査法人で不正リスク対
応にも従事した著者が、会計不祥事対応
の要諦を開陳。上場企業はもちろん、監
査法人、会計士、弁護士、行政官、取引
所関係者必携の一冊。
金融機関で必要とされる個人情報の取扱
いにつき、個人情報保護委員会におい
て、個人情報保護法についての委員会ガ
イドラインや金融分野ガイドラインの策
定に携わった担当者による解説書。
2017年５月全面施行の改正法にも対応。
2016年の改正に携わった金融庁職員の執
筆、同庁幹部の監修による銀行法解説書
の決定版。簡潔に制度趣旨を述べるとと
もに、複雑な条文の読み解き方を示す。
補遺でオープン API への対応を中心と
する2017年改正までフォロー。

金融規制・行政

金融機関コンプライアンス・
オフィサーQ&A
香月裕爾著

2017.９刊

Ａ５判・268ページ 定価2,420円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13099-7 C2032
A

―顧客のための保険募集の実現に向けて―
流・佐藤寿昭・錦野裕宗・大村由紀子著

2017.９刊

Ａ５判・352ページ 定価4,620円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13047-8 C2032
A

金融機関の

藤池智則・髙木いづみ・冨松宏之編著

Ａ５判・296ページ 定価3,080円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13097-3 C2032
A

資産運用の高度化に向けて

―インベストメント・チェーンを通じた経済成長―
神作裕之・小野
2017.３刊

の基本書。金融業務能力検定「コンプラ
試験対策参考書としても活用ができる。

情報提供義務、意向把握・確認義務等の
新たな規制が設けられた保険業法と「保
険会社向けの総合的な監督指針」の改正
に携わった金融庁担当者と弁護士による
解説。保険募集における顧客本位のあり
方に迫る。
2017年５月に施行された改正個人情報保護

個人情報保護ハンドブック
2017.７刊

れるコンプライアンスの知識を学ぶため
イアンス・オフィサー（銀行コース）」の

改正保険業法の解説
樽川

金融機関の業務遂行にあたって求めれら

傑・今泉宣親編

Ａ５判・436ページ 定価3,520円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13040-9 C2033
A

基礎からわかる金融法務

法から政令、個人情報保護委員会規則、４種
のガイドライン（通則・外国・第３者・匿名）、
金融分野のガイドライン、個人情報保護指
針を横断的に解説。預金取扱金融機関をは
じめすべての金融機関必読の１冊。
東京大学大学院の人気「白熱講義」を書
籍化！機関投資家、法律家、行政官が金
融資産の有効活用を通じたわが国のある
べき経済成長を説く。フィデューシャ
リー・デューティー実現への道筋を考え
るための理論と実務。
金融法務の最新事情を整理した教科書。
預金・為替から融資、担保・保証、管
理・回収までを網羅した金融法務の体系

島田法律事務所編
2016.12刊

Ａ５判・456ページ 定価3,520円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13031-7 C2032
A

マネー・ローンダリング規制の
新展開
山㟢千春・鈴木仁史・中雄大輔編著
2016.８刊

Ａ５判・上製・768ページ 定価5,500円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12899-4 C2032
A

に「金融機関とは何か」「金融機関と法」
などを金融取引総論として解説。

『改正犯収法と金融犯罪対策』を改題改
訂。2016年10月施行の改正犯収法に対
応。FATF 等グローバル規制の背景と対
応実務を解説。金融機関が経済犯罪対策
のために、リスクベース・アプローチ等
構築すべきフレームワークを提示する。
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金融市場は制御可能なのか？
ハワード・デイビス著／
田中正明訳
2016.８刊

詳解

リーマンショック以後導入された規制・
監督の強化策は本当に金融システムを強
靱にしたのか？英中銀副総裁、英 FSA
初代長官などを歴任した著者ならでは、

四六判・156ページ 定価1,320円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12867-3 C2033
A

保険業法

金融政策、金融規制及び金融機関経営の
三位一体、ラディカルな規制監督原論。
2016年５月29日施行の改正保険業法に対
応した最新のコンメンタール。立案に携
わった著者が、法令のみならず、監督指
針、当局の報告書、パブリックコメント

吉田和央著
2016.７刊

Ａ５判・上製・864ページ 定価9,350円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13013-3 C2032
C

金融機関のための

内容を含め、詳細に解説。
2015年３月末までに公表された法令・

マイナンバーへの
義務的対応＆利活用ガイド
大野博堂・山田英二著
2015.７刊

手続やノーアクションレター回答などの

Ａ５判・232ページ 定価2,200円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12685-3 C2033
A

Q&A よくわかる

GL 等に基づき、金融機関におけるマイ
ナンバーの取扱いについて解説したガイ
ドブック。特に、個人情報保護法と番号
利用法の改正ポイントをわかりやすく解
説。
全50の Q&A 形式で、証券検査、不公正

証券検査・課徴金調査の実務

取引調査、開示検査の手続を平易に解

大久保暁彦 ･ 加藤 豪 ･ 渋谷武宏 ･ 白井
長谷川紘之 ･ 三宅英貴著

施方法と重点事項を解説。証券会社、金

2015.６刊

真･

Ａ５判・148ページ 定価1,980円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12684-6 C2032
A

〈法人融資手引シリーズ〉

信用保証協会の保証〈第5版〉
関沢正彦監修

2015.５刊

Ａ５判・456ページ 定価4,180円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12665-5 C2032
A

反社会的勢力排除
第79回民事介入暴力対策和歌山大会実行委員会編
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融機関、上場企業関係者、一般投資家、
必携の一冊。
利用要件、調査・審査、融資実行、債権
管理、代位弁済、回収、事業再生支援な
ど、信用保証の仕組みと実務をわかりや
すく解説。経営改善支援のための取組み

金融取引からの

2015.４刊

説。日本証券業協会の監査についても実

Ａ５判・284ページ 定価3,630円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12661-7 C2032
C

や、事業再生支援のための取組みなど最
新実務をフォロー。
2013年に開催された日弁連民暴和歌山大
会当時に提言された論点を収録するとと
もに、その後の反社排除の情勢を反映。
反社情報の共有、個人情報保護との関
係、データベースの構築と更新等、重要
な論点を網羅する。

金融規制・行政

信託の法務と実務

〈６訂版〉

Ａ５判・上製・888ページ 定価8,800円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12630-3 C2032
A

バーゼルⅢ

る信託の教科書。J D R（日本型預託証
券）、ESOP 信託・BIP 信託などの新た

三菱 UFJ 信託銀行編著
2015.４刊

信託業務のすべてを網羅した実務家によ

自己資本比率規制

な類型を追加し全面刷新。金融機関の担
当セクションだけではなく、弁護士・会
計士等関係者必携の一冊。
『バーゼルⅢ自己資本比率規制

国際統

計算とリスク捕捉実務の完全解説

一／国内基準告示の完全解説』と対をな

有限責任監査法人トーマツ編／桑原大祐・飯野直也・
関田健治・中島悠来穂・山口哲平・吉澤一子著

計処理を丁寧に解説。計算用 Excel シー

2015.４刊

Ａ５判・320ページ 定価3,740円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12631-0 C2033
A

霞ヶ関から眺める証券市場の風景
―再び、金融システムを考える―
大森泰人著

2015.３刊

Ａ５判・576ページ 定価3,850円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12669-3 C2033
C

信託入門
2014.12刊

券市場の様々な論点、金融や経済のメカ
震災事業者再生支援機構設立準備室長と
しての経験から書かれた論考も収録。
信託を知れば知るほど、世界が広がる！

り信託などの仕組みと実務をわかりやす
四六判・272ページ 定価1,980円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12614-3 C2033
A

石山嘉英、野㟢浩成著

Ａ５判・上製・292ページ 定価3,520円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12595-5 C2033
A

自己資本比率規制

国際統一／国内基準告示の完全解説
北野淳史・緒方俊亮・浅井太郎著
2014.５刊

証

券取引等監視委の行政官（当時）が、証

教育資金贈与信託、遺言信託、まちづく

―新規制は危機を抑止できるか―

バーゼルⅢ

前著から７年。大森節が再び炸裂！

現役のトラストバンカーが、投資信託、

グローバル金融システムの
苦悩と挑戦
2014.10刊

トをダウンロード・利用できる特典付。

ニズムを歯に衣着せずに語る。東日本大

〈KINZAI バリュー叢書〉

友松義信著

し、自己資本比率の計算プロセスと、会

Ａ５判・452ページ 定価4,950円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12448-4 C2033
A

く解説。信託の入門書として最適の１冊。

ハイリスク商品の復活や巨大金融機関の
抵抗と世界的な金融緩和が相まって、金
融システムの不均衡は拡大している。ア
カデミズムとマーケットそれぞれの立場
から、規制の行方と実効性、新たな経営
環境における日本の銀行の強みを考察。
国際交渉〜告示策定に携わった元金融庁
職員ならではの正確で詳細な解釈。国際
統一・国内基準別／連結・単体別／業態
別の告示読替表も付し、メガバンクから
協同組織金融機関まで、経営管理・財
務・リスク管理の担当者必備の一冊。
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バーゼルⅢ
流動性規制が変えるリスク管理
浜田陽二著

2014.３刊

流動性規制対応のための IT 要件、子会
社を含めた連結ベースでのデータ集積と
コーポレートガバナンスのあり方、業務
監査における確認事項、ALM 戦略への

Ａ５判・324ページ 定価3,300円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12429-3 C2033
A

バーゼル規制とその実務

対応など、検討すべき論点を整理、実務
面に重点を置いてわかりやすく解説。
バーゼル規制全体の複雑な内容を117項
目で解説。監督指針など2013年11月末
までに公表された国内ルールを多数収録。

吉井一洋編著／鈴木利光・金本悠希・菅野泰夫著
2014.２刊

Ａ５判・上製・840ページ 定価8,250円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12329-6 C2033
A

事例詳解

証券検査、不公正取引審査、課徴金調査

インサイダー取引規制
白井 真・大久保暁彦・渋谷武宏・加藤
長谷川紘之著
2014.２刊

に関する豊富な実務経験を有する気鋭の

豪・

Ａ５判・上製・508ページ 定価5,720円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12403-3 C2032
A

Q&A よくわかる

高齢者への投資勧誘・販売ルール
香月裕爾著

2014.１刊

Ａ５判・256ページ 定価1,980円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12430-9 C2032
A

―平成元年〜25年規制の実務手引き―

Ａ５判・452ページ 定価4,840円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12379-1 C2033
A

〈KINZAI バリュー叢書〉

金融商品取引法入門
栗原

12

脩著

2013.12刊

改正金融商品取引法にも対応。

役席者による事前承認、面談内容の録
音・記録・保存、即日受注の原則禁止、
約定後の連絡、モニタリングなどについ
証協の自主規制規則、ガイドライン、パ
ブコメ結果、監督指針等を一挙掲載。
規制の解釈・運用をわかりやすく整理し

インサイダー取引規制のすべて
2014.１刊

集。全181の事例を Q&A 形式で詳説。

て、全40項目の Q&A で平易に解説。日

［新版］

服部秀一著

弁護士が総力を結集した待望の事例解説

た実務手引の定本。平成13年の旧版刊
行以来、インサイダー取引規制の解釈論
をリードしてきた著者が、その後の判
決、行政当局、多数説の見解をふまえ、
規制とその解釈・運用の現状を解説。
法律になじみのない一般の社会人にも基
礎的な理解ができるように、金商法制定
の背景から、度重なる改正の背景を含め
て、複雑な金商法の体系についてわかり

四六判・340ページ 定価2,200円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12377-7 C2033
A

やすく解説。

金融規制・行政

体系 グローバル・コンプライ
アンス・リスクの現状
プロモントリー・フィナンシャル・ジャパン監修／
グローバル・コンプライアンス研究会著
2013.10刊

Ａ５判・上製・508ページ 定価5,060円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12373-9 C2032
B

判例から学ぶ

金融商品販売と訴訟リスク対策
Ａ５判・上製・252ページ 定価2,515円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12309-8 C2032
B

最新 インサイダー取引規制
―平成25年改正金商法のポイント―
松尾直彦著

2013.８刊

四六判・152ページ 定価1,320円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12374-6 C2033
A

実践的コンプライアンス
Ａ５判・上製・176ページ 定価1,760円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12335-7 C2032
B

〈KINZAI バリュー叢書〉

ゼロからわかる

コンプライアンス
宇佐美

豊著

2013.６刊

四六判・148ページ 定価1,320円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12182-7 C2032
A

取引の相手方と金融実務

〈改訂版〉

吉原省三監修
2013.５刊

グローバル・コンプライアンス・リスク
管理体制の確立に向けて、各分野の専門
家が簡潔に解説した待望の体系書。
金商法施行後の裁判例を中心に「法律上
何が許されて何が許されないのか」が理
解できるように、法律はもちろん金融庁
さらには重要な判例や幅広い文献とデー
タベースを基に詳解した実務書。
2013年の金商法改正で導入された「情報
伝達・取引推奨行為」に対する規制を中
心に、インサイダー取引規制改正の全体
一層の強化が求められる金融機関関係
者、上場会社関係者、必読の書。
中小企業金融公庫（現 日本政策金融公
庫）でガバナンスを担当した著者が、経
営者に必要なコンプライアンス知識全般
を体系的にわかりやすくまとめた実践

隆著

2013.７刊

ベルでその厳格な対応が求められている

像をコンパクトに解説。情報管理態勢の

経営者のための

細田

安全保障・独禁法・贈収賄等、世界的レ

の監督指針や自主規制、金融 ADR 制度

冨田陽子著
2013.８刊

マネロン・違法資金送金・テロ・反社・

Ａ５判・上製・476ページ 定価5,500円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12135-3 C2033
A

書。企業の経営者はもとより官民問わず
支店長や職場のトップ必読。
「スマホからの SNS への書き込み」「ス
マホへの書類の複写」「集金した現金の
入金」「集金した現金の入金」などの金
融機関の職員がコンプライアンス上、注
意すべき事例を４コマ漫画を交えてやさ
しく解説。若手金融機関職員必読の書。
金融機関の取引先との関連で起こりうる
さまざまな問題を、「本人確認」「個人と
の取引」「法人との取引」「法的整理等」
「民事介入暴力への対応」の５章に分け
て、一問一答形式でその背景と実務対応
を詳細かつ平易に解説。
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金融規制・行政
〈KINZAI バリュー叢書〉

金融機関のガバナンス
天谷知子著

2013.５刊

四六判・192ページ 定価1,760円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12310-1 C2033
A

―暴対法20年の軌跡―
危機管理研究会編

Ａ５判・736ページ 定価5,500円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12185-8 C2032
C

投資信託の検査と
プロセス別留意点

―組成・販売から償還まで―

池永朝昭・稲田博志・柴田和敏・渋谷武宏・西山 寛・村岡佳紀著
2013.３刊

Ｂ５判・376ページ 定価3,740円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11961-9 C2033
A

実務必携

豊・川西拓人・吉田桂公著

2012.11刊

Ａ５判・240ページ 定価2,640円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12144-5 C2033
A

内部統制対応版

企業コンプライアンス態勢のすべて

〈新訂版〉

大塚和成編著／滝川宜信・藤田和久・水川 聡著
2012.５刊

コンプライアンス Answer
2011.12刊

14

に向かい合い、どのような教訓を学べば
よいのか、その道標となる一冊。
1992年の暴対法施行から20年の軌跡を
辿り、広汎に起きている暴排運動を、警
察、弁護士、実業界、ジャーナリストな
ど最前線で闘う執筆陣が再現する。職
域・業域・地域の暴排運動も紹介。法
務・総務担当者や法曹関係者必読の書。
「投資信託」の規制と検査の全てがわか
る。投資信託の商品企画から販売まで、
法・政省令・監督指針・検査マニュア
ル・協会規則等を示し実務処理の留意点
を一覧できる。

の必読書。金融庁が公表している「金融
検査結果（指摘）事例集」から、代表的
かつ典型的な結果（指摘）事例を取り上
げ、実務担当者の目線で詳解。

第三者委員会の設置の実務、反社会的勢
力への対峙について、大幅記載を拡充。
内部統制システム構築へ完全対応、注意
すべきポイントをわかりやすく詳説。

Ａ５判・496ページ 定価3,520円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11985-5 C2033
A

心にひびく、のこる 投信販売力が身につく

青山直子著

査事例集等を題材にガバナンスを考察。

内部管理体制をさらに強化促進するため

金融検査事例集の解説
宇佐美

ン問題、「ロンドンの鯨」事件、金融検
不祥事件、ガバナンスの失敗にどのよう

実戦！ 社会 VS 暴力団

2013.３刊

ベアリングズ破綻、サブプライム・ロー

投資信託販売を「適合性の原則」を核に
コンプライアンスの視点で44問にまと
めた実務書の決定版。仕組み、勧誘・販
売行為、禁止行為から口座開設、乗換

Ａ５判・164ページ 定価1,320円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11950-3 C2033
B

え、解約、事故までの事務手続をはじめ
実践的な事例を交えながら解説。

金融規制・行政

Q&A そこが知りたい

JA 版金融検査のポイント
一般社団法人金融財政事情研究会編
2011.10刊

Ａ５判・172ページ 定価1,320円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11955-8 C2033
A

金融機関の

―金融機関を守る最後の砦―
2011.２刊

Ａ５判・228ページ 定価2,310円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11749-3 C2033
A

金融実務と
反社会的勢力対応100講
第一東京弁護士会民事介入暴力対策委員会編
2010.６刊

協同組合の正しい理解を助けるべく
Q&A 形式で分かりやすく執筆した。農
業協同組合のコンプライアンス態勢や信
用リスク管理態勢の見直しにも具体的な
指針を示す決定版。
金融機関において、情報漏洩、着服、横

監査部監査・自店内検査力強化の手引き
佐々木城夛著

金融庁検査（要請検査）に対して、農業

Ａ５判・348ページ 定価4,180円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11693-9 C2032
A

金融取引法入門

領といった事故、不祥事件による信用失
墜からの回復は非常に困難である。これ
らを未然に防ぐことは、金融機関にとっ
て重要な課題であり、監査・検査力の強
化は、焦眉の急である。
反社会的勢力との取引が問題となるシー
ンを、金融業務の実態に即して分類し、
Q&A 方式で解説。金融機関において反
社会勢力との関係を遮断する態勢を構築
するうえで考慮が必要となるすべての論
点を網羅した。
金融機関の取引における法的問題を多角
的・総体的に取り扱った金融取引法の入
門書。金融機関の業務のくくりを基本と

福井

修著

2009.９刊

し、各業務の機能、法的性質および関連
Ａ５判・324ページ 定価2,860円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11521-5 C2033
A

逐条解説

松尾直彦監修／池田和世著

Ａ５判・292ページ 定価3,300円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11186-6 C2032
A

よくわかる金融内部監査
―素朴な疑問への回答―
宇佐美

豊著

2008.５刊

商法、会社法など広範囲の法律をカバー。
「説明義務」「断定的判断の提供等の禁

新金融商品販売法
2008.６刊

する法的問題を解説。民法を中心とし、

止」「適合性原則」など、法改正のポイ
ントを詳説。金融商品取引法制の整備に
も総合的に言及。豊富な裁判例の考察で
実務上の指針を明示した、立案担当者に
よる新金販法コンメンタール！
金融機関に充実した実施が求められてい
る内部監査。ベテラン金融内部監査人が
監査ビギナーから寄せられる相談・疑問
を34の Q&A でわかりやすく解説。カタ

Ａ５判・128ページ 定価1,320円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11281-8 C2033
A

カナ語・専門用語が一切ないにもかかわ
らず、監査の視点・本質が学びとれる。
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金融規制・行政

金融法務読本

〈第27版〉

Ａ５判・420ページ 定価3,300円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11185-9 C2032
A

〈金融検査マニュアルハンドブックシリーズ〉

金融機関の
顧客保護等管理態勢

行方洋一編著／早坂文高・尾川宏豪著
2008.３刊

法、一般社団財団法人法等の法改正をふ
まえ６年ぶりに内容刷新。「顧客情報の管

川田悦男監修・著
2008.４刊

金融商品取引法、会社法、民法、倒産

Ａ５判・376ページ 定価5,060円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11202-3 C2033
A

ハンドブック信託

理」「マネー・ローンダリング防止等と本
人確認義務」「コンプライアンス態勢の整
備」「投資信託等金融商品の販売」を新設。
金融機関における顧客保護について、定
義、法令等との関係、態勢整備・運用上
の留意点、実務上の論点にも論及。金融
商品取引法時代の「顧客保護」の本質を
経営戦略における「守り」と「攻め」と
の両面から解き明かす。
2007年９月に施行された新信託法に基づ
き、起源、機能、仕組み、法制、商品、
会計、税務を網羅的、体系的かつ平易に

財団法人トラスト60編
2008.１刊

Ａ５判・332ページ 定価3,080円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11172-9 C2033
A

金融システムを考える
―ひとつの行政現場から―

Ａ５判・上製・440ページ 定価3,080円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11147-7 C2033
A

営業店の

2007.８刊

の信託制度などの周辺論点まで論及。
ビッグバン、金融システム不安、公的資
金投入、破綻処理、銀行代理業解禁、金
融商品取引法制定、貸金業制度改革
金融システム上のビッグイベントについ
て、行政の立場から主観的に総括。
金商法、改正金販法、政令・内閣府令を

新金融商品販売ルール Q&A
永田光博著

問題点、商品としての活用可能性、海外

……。「失われた10年」の間に発生した

大森泰人著
2007.11刊

解説した入門書。歴史や機能、実務上の

窓口・渉外担当者向けに平易に解説。適
合性の原則、プロ・アマ対応、広告規制
など営業店で間違いやすい、誤解の生じ

Ａ５判・140ページ 定価1,320円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11109-5 C2033
A

信用保証〈第3版〉

やすいポイントにつき、事例・イラスト
を交えて対応をわかりやすく提示。
協会保証に関するすべてを体系的に解説
した基本テキスト。全国信用保証協会連
合会事務局が総力を挙げて執筆。信用保

江口浩一郎編
2005.３刊
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Ａ５判・上製・564ぺージ 定価5,500円（税込⑩）
ISBN978-4-322-10653-4 C2032
A

証協会の役職員、金融機関の融資・渉
外・管理担当者、中小企業者、弁護士、
税理士、行政機関等、関係者必携の書。

ファイナンス

ファイナンス
資産・債権の流動化・証券化

〈第4版〉

託を用いたスキームに関する解説を新た

Ａ５判・520ページ 定価4,730円（税込⑩）
ISBN978-4-322-14031-6 C2032
A

ポストコロナ時代の
プライベート・エクイティ
幸田博人・木村雄治編著／八木
2022.３刊

香協力

Ａ５判・364ページ 定価3,740円（税込⑩）
ISBN978-4-322-14008-8 C2033
A

ファンドビジネスの法務

〈第4版〉
伊東

Ａ５判・344ページ 定価3,190円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13982-2 C2032
A

CLO 投資入門

―急成長する資産クラスのストラクチャーと市
場メカニズム―
松井

剛著

2021.12刊

Ａ５判・上製・360ページ 定価3,960円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13979-2 C2033
A

アートとしての信用格付け
―その技法と現実―
廣瀬和貞著

2021.11刊

に追加、最終化されたバーゼルⅢによる
改正を反映し改訂。
第一線のインベストメントバンカー、
ファンド、弁護士が教壇に立ち人気を博
した京都大学経営管理大学院の講座を
そっくり書籍化。VC と PE それぞれの
世界を鳥瞰することで見えてくる、イノ
ベーション創出による産業力強化の道。
投資ファンドに関する法務のロングセ
ラーが堂々の第４版！

ファンド実務に

影響を与える法改正をふまえアップデー

啓・本柳祐介・内田信也著

2022.２刊

務・法務上の諸課題について解説した決
定版。第４版ではデジタル証券、自己信

西村あさひ法律事務所編
2022.４刊

流動化・証券化に関する基本スキーム実

ト。適格機関投資家等特例業務に関する
改正とその実務への影響などを記述。関
係者必携の書！
米国シ・ローンを担保とする CLO を中
心に、ストラクチャーと担保資産の特
性、投資規制環境、格付手法について詳
説。成長続く市場の「入門書」であると
同時に、金融機関投資家、格付機関、法
律事務所のプロ必携の「実務書」。
旧興銀で企業審査に携わり、ムーディー
ズでリーマンショック、東日本大震災の
荒波をくぐり抜けた著者が、企業分析の
基礎を伝授、格付け決定の機微を活写。

Ａ５判・348ページ 定価2,750円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13994-5 C2033
A

格付けはテクニックではなく、アートで
ある。
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ファイナンス

分散投資を超えて

―アセットアロケーションの実践―
セバスチャン・ペイジ著／鹿子木亨紀訳
2021.10刊

Ａ５判・344ページ 定価3,740円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13977-8 C2033
A

企業と投資家を結ぶ
ESG・SDGs

―企業評価と投資判断の新評価軸―

浜田陽二・金森勇太・上松誠知・木暮佳代著
2021.９刊

Ａ５判・440ページ 定価3,960円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13970-9 C2033
A

ケーススタディ
企業価値評価
株式会社グラックス・アンド・アソシエイツ著
2021.７刊

Ｂ５判・204ページ 定価3,980円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13950-1 C2033
A

事例に学ぶ決算分析の勘所

〈第２版〉

―法人取引担当者のための決算書読解・資金分析術―
井口秀昭著

2021.６刊

Ａ５判・220ページ 定価2,200円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13958-7 C2033
A

真のバリュー投資のための
企業価値分析
柳下裕紀著

2021.３刊

Ａ５判・208ページ 定価2,420円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13839-9 C2033
A

川北英隆編著／菅原周一・堀江貞之・渋澤 健・伊井哲朗・
奥野一成・中神康議・光定洋介・近藤英男・石田英和著
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を全公開。アセットアロケーション理論
をカバーする広範な内容を、数式にかえ
てユーモア満載の語り口で解説。分散投
資理論の入門者から運用最前線のプロま
で満足させる一冊。
ESG・SDGs に取り組む企業をどのよう
に評価すべきか。新・スコアリング手法
を提言！

これらの企業を分析すること

で評価が明らかに。さらに企業開示にお
ける非財務リスク量の算出手法も解説。
算出結果を巻末資料に一挙公開！
企業価値評価実務のオープンイノベー
ションを目指す !!

企業価値評価のプロ

セスを分解、オールカラーでチャート化。
各ステップが全体のなかでどのような役
割を果たすかを理解することによって、
ステップ内の作業の理解も容易になる。
決算書情報からの企業実態の読み解き方
を解説。資金／財務／税務分析の基本、
粉飾決算の兆候をつかむコツを伝授す
る。ロングセラー入門書に、粉飾の手
口、連結財務諸表の見方、キャッシュフ
ロー計算書活用法を加えた待望の改訂版。
バリュー投資の基本原則は「支払う金額
に見合わない価値の企業には絶対に投資
しないこと」である。企業の本質的価値
は、どのように見極め、算定すればよい

「市場」ではなく
「企業」を買う
株式投資〈増補版〉
2021.２刊

運用の最前線における意思決定プロセス

Ａ５判・316ページ 定価2,640円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13846-7 C2033
A

のか？

短期視点ではない実践的な企業

価値分析アプローチがこの１冊に！
コロナ後も“厳選投資”は有効なのか？
第一線のファンドマネジャー、機関投資
家、研究者による株式投資のバイブルを
大幅増補。初版発刊〜７年余、コロナ禍
を含む株式市場の変化を徹底分析し、企
業選別理論の先進性・普遍性を説く。

ファイナンス

サステナブルファイナンス攻防
―理念の追求と市場の覇権―
藤井良広著

2021.２刊

四六判・296ページ 定価2,530円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13848-1 C2033
A

―フィデューシャリーの起源の探索―

2021.１刊

リティの最適共通基準の構築を目指し
て、知恵を絞り、汗を流し、手応えを競
い合う人々がいた。攻防と背景、多様な

文学から読み解く信託
友松義信著

環境・社会的要因、非財務、サステナビ

取り組みを紹介し、人々の思い、戦略あ
るいは策略や駆け引き等に触れる。
三菱 UFJ 信託銀行信託博物館が所蔵す
る貴重な資料をもとに、信託の歴史と果
たしてきた役割を学ぶ。世界各国の文学
作品において信託がどのように扱われて

四六判・120ページ 定価1,320円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13589-3 C2033
A

きたかを解説。信託の知識を深めるお薦
めの一冊。

期待リターン

複数の面から期待リターンを推定するこ

アンティ・イルマネン著／
加藤康之・内山朋規・角間和男・鹿子木亨紀監訳／
野村アセットマネジメント株式会社訳

を世に広めた資産運用のバイブル！原書

2021.１刊

Ａ５判・上製・636ページ 定価6,600円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13078-2 C2033
A

アセットマネージャーのための

との重要性を唱え、ファクター投資理論
からリスクプレミアムに関する章を抜粋
し、原著者みずからの手で序論を追加し
た。日本の読者のための決定版。
『ファイナンス機械学習』の著者による

ファイナンス機械学習

一冊。理論構築のステップを実証分析に

マルコス・ロペス・デ・プラド著／
鹿子木亨紀訳

載。共分散行列の計算、相関の使用、予

2020.12刊

Ａ５判・200ページ 定価2,420円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13580-0 C2033
A

ESG 投資とパフォーマンス

―SDGs・持続可能な社会に向けた投資はどうあるべきか―
湯山智教編著

2020.10刊

測モデルの構築等を行うアセットマネー
ジャー必携！
注目を集める環境、社会、ガバナンスに
着目した投資手法の ESG 投資。実際の
ところ、そのパフォーマンス、投資効果
はどうなっているのか。ESG 投資に関

Ａ５判・248ページ 定価2,640円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13576-3 C2033
A

インフラPPP の理論と実務
エドワード・イェスコム、エドワード・ファーカーソン著／
佐々木 仁監訳／インフラPPP研究会訳
2020.10刊

よって解説。コードのサンプルを多数掲

Ａ５判・上製・840ページ 定価8,800円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13448-3 C2033
A

する論点・課題を洗い出し、パフォーマ
ンス実証分析の結果をこの一冊に集約。
運輸交通、ユーティリティ、公共建築、
通信ネットワーク等、インフラストラク
チャー分野において PPP を活用してい
くうえで必要な知識、海外事例での経験
を、公共セクターおよび民間セクターそ
れぞれが理解しやすい構成で詳説。
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ファイナンス

サステナブルファイナンス原論
ディアーク・シューメイカー、ウィアラム・シュローモーダ著／
加藤 晃監訳
2020.９刊

Ａ５判・上製・544ページ 定価6,050円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13544-2 C2033
A

人生100年時代のローン活用術
―有価証券ポートフォリオを活用した戦略的借入れの実践―
トーマス J. アンダーソン著／木村賢治監訳
2020.３刊

Ａ５判・264ページ 定価2,200円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13464-3 C2033
A

［新版］

―プロジェクトの資金調達とリスク・コントロール―
加賀隆一編著

Ａ５判・上製・476ページ 定価5,500円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13487-2 C2033
A

日本企業変革のための

コーポレートファイナンス講義
幸田博人編著

2020.３刊

社会・環境が大きく変化していく

中、企業はどうすべきか？

銀行、証券

会社、保険会社はどうすべきか？ 「サ
ステナブルファイナンス」の基礎を体系
立て徹底的に解説した１冊。
コーポレートファイナンスに関するアカ
デミックな知見と、著者のファイナン
シャル・アドバイザーとしての長年の経
験に基づいて、富裕層の個人やその家族
が「借入れの力」をどのように活用する
ことができるかを解説する異色の書。

Ａ５判・308ページ 定価2,970円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13515-2 C2033
A

―理論・制度・応用―
大村敬一・俊野雅司・楠美将彦著
2020.３刊

Ａ５判・280ページ 定価2,860円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13520-6 C2033
A

これでわかる経営者保証

〈改訂版〉

の全面改訂。最近の市場動向を踏まえ、
プロジェクト・ファイナンス組成のため
の実務解説を更新・拡充するとともに新
たな視点を導入。
京都大学経営管理大学院の人気講義を書
籍化！

豪華ゲスト講師陣を迎えた白熱

の講義録がこの一冊に。現代の企業金融
考察。

日本におけるオプション取引30年の歴
史、市場と取引の仕組みを概観。基礎と
なるプレーンバニラから、仕組債、クレ
ジットデフォルトスワップ（CDS ）、ス
トックオプション、リアルオプションな
どの応用まで網羅。
営業店において法人取引に携わる金融機
関の全職員必携のガイドブック、緊急出
版。事業承継時に焦点をあてた特則、2020

小林信明監修／岡島弘展編著
2020.３刊

た「プロジェクトファイナンスの実務」

とマネジメントを取り巻く注目テーマを

オプション

20

か？

2007年に刊行され、増刷（14刷）を重ね

プロジェクト・ファイナンスの実務
2020.３刊

「サステナブルファイナンス」とは何

Ａ５判・92ページ 定価1,100円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13542-8 C2032
A

年４月１日適用開始！ 「経営者保証に
関するガイドライン」のポイントをイラ
ストや図表を交えわかりやすく解説！

ファイナンス

〈第14次〉業種別審査事典（全10巻）

〈第14次の特色〉
◎総収録業種数1,513。全国の金融
機関、シンクタンク、実務家のノ
第 １ 巻 農業・畜産・水産・食料品・飲料分野
ウハウを結集し全面刷新。新規業
種の大幅拡充に加えて、既存業種
第 ２ 巻 紡績・繊維・皮革・生活用品分野
の分類を整理し構成を見直し。事
第 ３ 巻 木材・紙パ・化学・エネルギー分野
業性評価、お客さまの課題解決・
経営改善支援、取引先開拓、創業
第 ４ 巻 鉄鋼・金属・非鉄・建設・廃棄物処理分野
支援の手引としてさらに使いやす
・防衛分野
第 ５ 巻 機械器具（一般、電気・電子、精密、輸送）
い事典に進化。
◎業界動向（関連する法律・規制・
第 ６ 巻 運輸サービス・不動産・住宅・飲食店分野
制度の改正・緩和や最新トピック
スに基づく成長性評価）、業務・
第 ７ 巻 サービス関連（士業、コンサルタント、代行・仲介業）
・学校・地公体・冠婚葬祭分野
商品知識、取引形態や資金需要に
第 ８ 巻 美容・化粧品・医薬・医療・福祉・商品小売分野
関する理解を深める記述はもとよ
り、最新のデータ・情報に基づい
第 ９ 巻 旅行・スポーツ・レジャー・娯楽・ペット分野
て国内外のさまざまな構造変化が
第10巻 商社・金融・レンタル・IT（情報通信）分野
各業界に及ぼす影響、各業種の成
長性や課題について徹底分析。
2020.１刊 Ｂ５判・箱入り・各巻約1,500ページ
 A ◎各業種の冒頭に、要約を示す「業
各巻定価22,000円（税込⑩）全10巻セット 定価220,000円（税込⑩）
種のポイント」を新設。業種の定
第１巻 ISBN978-4-322-13501-5 C2533
義、市場環境、事業性評価の着眼
第２巻 ISBN978-4-322-13502-2 C2533
点を簡潔に示すとともに、近接業
第３巻 ISBN978-4-322-13503-9 C2533
種との差異比較が容易。
第４巻 ISBN978-4-322-13504-6 C2533
◎全10巻分の情報を収めたクラウド
第５巻 ISBN978-4-322-13505-3 C2533
アプリ ダウンロードクーポンも
第６巻 ISBN978-4-322-13506-0 C2533 クラウドアプリ
発売。パソコン、タブレット、ス
第７巻 ISBN978-4-322-13507-7 C2533 ダウンロードクーポン
マートフォンでの検索、必要な情
定価330,000円（税込⑩）
第８巻 ISBN978-4-322-13508-4 C2533
報へのすばやいアクセス、情報の
第９巻 ISBN978-4-322-13509-1 C2533 ISBN978-4-322手軽な携行が可能に。
13500-8 C2833
第10巻

ISBN978-4-322-13510-7

C2533

ファイナンス機械学習

―金融市場分析を変える機械学習アルゴリズムの理論と実践―
マルコス・ロペス・デ・プラド著／長尾慎太郎 ･
鹿子木亨紀監訳／大和アセットマネジメント訳
2019.12刊

Ａ５判・上製・476ページ 定価5,280円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13463-6 C2033
A

企業価値とオプション評価の
ロジックと実務
―基礎的手法・数理・法務のすべて―
神田秀樹・太田洋子・阿久澤利直著
2019.11刊

Ａ５判・232ページ 定価2,750円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13278-6 C2033
A

デリバティブキーワード360

“Advances in Financial Machine Learning
（Wiley, 2018）”待望の日本語版。Python
のコードの例を多数示し、徹底解説。本
邦初の金融分野に特化した機械学習の解
説書。

企業価値とオプションの評価に関する理
論と実際を、豊富な事例をもとに解説！
野村證券

金融工学研究センターの研究

員と法学者のコラボレーションで、既存
の実務に新たな光を当てる！

デリバティブ用語集の定番の最新版。今
回の改訂では、実務での使いやすさに配
慮してバーゼル規制をはじめとする規制

三井住友信託銀行マーケット事業編
2019.４刊

四六判・640ページ 定価5,060円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13432-2 C2033
A

関連の項目を増やしキーワードの数を
360とした。お客様や上司から聞かれた
とき、机の上にあると便利な一冊。
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金融機関が行う

経営改善
支援マニュアル〈第3版〉

日本政策金融公庫中小企業事業本部企業支援部著
2019.３刊

Ａ５判・304ページ 定価3,080円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13445-2 C2032
A

金融機関が行う

私的整理による
事業再生の実務〈改訂版〉

日本政策金融公庫中小企業事業本部企業支援部著
2019.３刊

Ａ５判・264ページ 定価2,750円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13442-1 C2032
A

体験デリバティブ

マルチカーブのもとでわかる
ハル・ホワイト・モデル
中村尚介著

2019.２刊

Ａ５判・252ページ 定価3,300円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13428-5 C2033
A

逐条解説

旧中小企業金融公庫の創設以来連綿と受
け継がれてきた審査手法をベースに産業
の多様化・高度化・イノベーション、
IT 化の進展を加味して著述。企業を見
る目を培い、取引先の事業性評価・経営
改善支援につなげるためのヒントが満載。
日本政策金融公庫が地域金融機関ととも
に支援した再生事例10件を厳選して紹
介。事業再生に向けた金融支援手法の基
礎知識を簡潔に解説。金融機関における
事業再生支援の流れと再生計画の検討の
仕方をチェックポイント付きで説明。
金利スワップ、キャップ／フロアー、ス
ワップションなどさまざまな金利デリバ
ティブの評価方法を根底から理解でき
る。EXCEL 操作で、ハル・ホワイト・
モデルを使ってどのように金利デリバ
ティブの価格を導き出すかを体感。
理論と実務の双方を踏まえ、条文ごとに

投資信託約款

投資信託約款を解説。条項の歴史的経

小島新吾編著／
森下国彦・箱田晶子・西山賢治・長谷川英男著

を、サンプル約款に基づき詳解。金融機

2019.１刊

Ａ５判・上製・324ページ 定価4,180円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13409-4 C2032
A

投資信託の世界

緯、現在の解釈、問題点、派生論点等
関や証券会社、投資信託運用会社、信託
銀行など、関係者必携の１冊！
半世紀以上にわたり投資信託と向き合っ
てきた著者が、投信の特性、仕組み、歴
史、未来を横断的に解説。運用・販売に

杉田浩治著

2019.１刊

携わるプロから、これから投資を始める
四六判・368ページ 定価2,200円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13429-2 C2033
A

ヘッジファンドのアクティブ投資戦略
―効率的に非効率な市場―

ラッセ・ヘジェ・ペデルセン著／
内山朋規・角間和男・浦壁厚郎訳
2019.１刊
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Ａ５判・上製・508ページ 定価5,280円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13062-1 C2033
A

個人投資家まで、投信に関心を持つすべ
ての方の期待に応える決定版。
ヘッジファンドはどのような取引戦略を
用いてリターンを獲得しているのか、そ
して市場価格はどのように決まるのか、
全貌が明かされる。ジョージ・ソロス、
マイロン・ショールズなど、著名投資家
の貴重なインタビューも収録。

ファイナンス

アルゴリズム取引の正体
NTT データ・フィナンシャル・ソリューションズ
先端金融工学センター編著
2018.11刊

Ａ５判・316ページ 定価3,080円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13408-7 C2033
A

信託の世界史

40を超えるアルゴリズム戦略の狙いと挙
動を取引システムの開発者が体系的に解
説。F X 市場におけるアルゴリズム取
引、2018年４月から金商法の規制対象と
なった HFT（高頻度取引）についても
それぞれ章を割き説明。
信託は何のために誕生し、どのように発
展してきたのか。三菱 UFJ 信託銀行信
託博物館が収集してきた貴重な資料を渉

友松義信著

2018.９刊

猟し、信託の歴史と現代における信託の
四六判・128ページ 定価1,320円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13286-1 C2033
A

新装版

投資・運用の基本概念を理解するために

基礎から学べる
投資・運用関連数式集
砺波

元著

2018.８刊

Ａ５判・128ページ 定価1,100円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13287-8 C2033
A

資産運用の
パフォーマンス測定〈第2版〉
―ポートフォリオのリターン・リスク分析―
アセットマネジメント One 編著
2018.８刊

Ａ５判・316ページ 定価3,080円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13280-9 C2033
A

通貨オプション入門
Alan Hicks 著／
一般社団法人金融先物取引業協会監訳
2018.８刊

役割を楽しく学ぶ一冊。

Ａ５判・上製・404ページ 定価3,438円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13061-4 C2033
A

THE 資産管理専門銀行〈第4版〉
―その実務のすべて―

日本トラスティ・サービス信託銀行編著
2018.５刊

Ａ５判・612ページ 定価6,050円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13239-7 C2033
A

必要な数式を、「指数」「対数」「数列」
「確率・統計」「運用利回り／現在価値・
将来価値」などテーマごとに整理。DC
プランナーや FP など金融関連資格学習
にも好適。
「収益率（リターン）」と「リスク」をは
じめ、投資・資産運用成果の測定・分
析・評価に用いられる数値の計算方法を
わかりやすく解説。ロングセラー初版
を、GIPS 基準の整備や日次リターン計
算の一般化などの変化をふまえて改訂。
マーケットで四半世紀にわたって読み継
がれてきた名著の邦訳が遂に完成。数式
を多用した解説ではなく、通貨オプショ
ン取引にかかわる基礎理論から、リスク
管理、契約内容、規制まで広く目配りを
して書かれている点に特色がある。
資産管理業務の「すべて」を網羅する業
界のバイブル、９年ぶり待望の全面改
訂。・実務の変化（運用対象商品の多様
化や取引手法の複雑化）に則して構成お
よび記述内容を大幅に見直し、より使い
やすい一冊に進化。
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ファイナンス

金融市場のための統計学

外資系金融機関の人気講義をテキスト
化。文系バンカーの読者を想定し、金融
市場の現場で統計学がどのように利用さ

若林公子著

2018.４刊

れているかわかりやすく解説。金融機関
Ａ５判・308ページ 定価2,640円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13247-2 C2033
A

債権法改正とローン契約

の営業部門、トレーディング、リスク管
理等に携わる人におすすめの一冊。
シンジケートローン契約の改訂は急務
に！

2017年の民法改正を受けて、銀行

取引約定書を含む法人向けの融資契約は
どのように変わっていくのか？

樋口孝夫著
2018.３刊

Ａ５判・上製・208ページ 定価2,200円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13249-6 C2032
A

ETFハンドブック

―プロフェッショナルが理解すべき最先端投資ツールのすべて―
デビッド・Ｊ・アブナー著／渡邊雅史訳
2018.３刊

Ａ５判・上製・484ページ 定価4,950円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13054-6 C2033
A

デリバティブ入門講義

本書で

は、債権法改正によって生じたローン契
約上の論点の解決策を探っている。
ETF の本質を理解するための実践的ガ
イド、待望の日本語訳！ETF の仕組み、
取引や流動性供給のメカニズム、市場で
の価格形成などを詳しく解説。指定参加
者、マーケットメイカー、証券会社、運
用会社等、業界関係者必携の一冊。
「そうか、オプションは宝くじで、損害
保険でもあるんだ！」――思わず膝を打
つ的確なたとえを駆使したわかりやすい

根岸康夫著

2018.３刊

解説が人気を博す“根岸節”が軽妙平易
Ａ５判・260ページ 定価2,640円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13243-4 C2033
A

〈KINZAI バリュー叢書〉

粉飾決算企業で学ぶ

実践「財務三表」の見方〈増補改訂版〉
都井清史著

2018.３刊

四六判・248ページ 定価1,650円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13253-3 C2033
A

日本の LBOファイナンス

に説き明かす、オプション・先物・ス
ワップの仕組みと効能。
好評を博した、都井版「財務三表」をパ
ワーアップ。決算書を利用して会社の信
用や業績を評価することを職務にするビ
ジネスマンのために、長年、決算書の仕
組みや読み方を解説してきた著者の仕事
の集大成。
日本の大手銀行、信託銀行、地方銀行、
保険会社、ノンバンク、メザニン・ファ
ンド、格付機関などの実務家が参加して

日本バイアウト研究所編
2017.12刊
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Ａ５判・上製・416ページ 定価3,960円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13237-3 C2033
B

まとめられた LBO ファイナンスの本格
的な専門書。市場発展に向けた課題や将
来展望についてのメッセージも発信。

ファイナンス

マイナス金利と年金運用
宮井 博・鈴木 誠・米澤康博・山本
柳瀬典由・徳島勝幸・大野早苗著
2017.12刊

年金基金はマイナス金利下、リスク管理
や資産運用をどのように再構築すべきな

零・

Ａ５判・256ページ 定価2,200円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13230-4 C2033
A

のか。より金利の高い外債投資は正しい
選択なのか。数理モデルを駆使し、諸外
国の実例を踏まえて、気鋭の学者集団が
考察する。

インフラPPP の経済学

いかなる条件のもとで PPP は真に有効

Eduardo Engel, Ronald D. Fischer,
Alexander Galetovic 著／
安間匡明訳

世界一流の経済学者が通説を批判的に検

2017.12刊

Ａ５判・上製・264ページ 定価2,970円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13216-8 C2033
A

融資業務再生の処方箋

―米銀と邦銀の融資管理はどこが違うか―
佐藤

四六判・上製・264ページ 定価2,547円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13089-8 C2033
A

ジョイント・ベンチャー契約
の実務と理論〈新訂版〉
金丸和弘・棚橋
日下部真治編著
2017.７刊

討し、PPP 本来の有効性と限界を理論
的に明らかにする！金融・土木業界、自
治体で話題の書。
金融危機の最中、三菱東京 UFJ 銀行か
らユニオン・バンクに派遣された日本の
銀行マンが現場で体験したことは ?“米
銀スタンダード”として運営されている

満著

2017.７刊

なインフラ整備のツールたりうるのか。

元・奈良輝久・清水建成・

Ａ５判・492ページ 定価6,050円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13060-7 C2032
A

証券事典

ユニオン・バンクの融資管理態勢につい
て解説。
実務家必携の１冊が10年振りの増補改
訂！

合弁事業をより積極的に活用する

ための手引きとして、新たに「秘密保持
条項および競業避止条項の取扱い」、「合
弁契約と知的財産」、「合弁契約と労働法
上の検討事項」などの項目を追加。
証券市場の概念と構造、証券投資理論、
世界の証券市場の実情、金融商品取引法

証券経済学会・
公益財団法人日本証券経済研究所編

2017.６刊 Ａ５判・上製・1020ページ 定価16,500円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12881-9 C2033
A

もしもし“調査相談室”に寄せられる

をはじめとした法制や証券税制など、第
一線の学者・実務家による研究成果のす
べてを収録。証券市場関係者、投資家、
研究者、学生の手引となる一冊。
調査相談室では、会員から電話・E メー

よくある金融実務相談事例200

ル等で一般的な金融実務に関するご相談

行方洋一・林 正裕監修／小宮夏樹編集代表／
融資問題研究会編

調査し情報を提供している。年間約2,000

2017.4刊

Ａ５判・260ページ 定価2,750円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13058-4 C2032
C

を受け、調査相談員が参考文献を検索・
件にも及ぶ調査相談の中からよくある相
談200事例をピックアップし解説。
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ファイナンス
〈KINZAI バリュー叢書〉

日本一わかりやすい

海外 M&A 入門
杉山

仁著

2017.３刊

四六判・172ページ 定価1,375円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13068-3 C2033
A

中国債券取引の実務

―急成長する発行・流通市場へのアプローチ―
みずほフィナンシャルグループ編者
2017.３刊

Ａ５判・上製・216ページ 定価2,640円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13048-5 C2033
A

営業店のための

医療・介護向け取引推進事典

〈第２版〉

一般社団法人金融財政事情研究会編
2017.２刊

Ａ５判・上製・880ページ 定価8,140円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13028-7 C2033
A

債券運用と投資戦略〈第４版〉

専門家ではなく、徹底して海外 M&A の
当事者の立場から書かれた本。本書を通
読すれば、海外 M&A の全体的な流れを
イメージできる。また、専門家を使う際
の注意点、海外でターゲット企業を探す
ための実践的な手法を紹介している。
中国当局が資本市場の門戸開放に舵を切
るなか、日本からの投資先として、そし
て本邦企業の資金調達ソースとして熱い
注目を集める中国債券取引の AtoZ を、
日中の実務家チームがわかりやすく解説
する。
「地域完結型」の一体的な医療・介護
サービス提供へのシフトのなかで、地域
金融機関には、医療・介護事業者の事業
性を適切に評価し、地域と共に繁栄を目
指す役割が求められる。最新の業界情報
を反映し必須知識を解説した一冊。
1981年の初版以来、絶対的な支持を集め
てきた債券投資に関する基本書の最新普
及版。マイナス金利付量的・質的金融緩

太田智之監修

2016.12刊

和下における金融機関の資産・負債総合
Ａ５判・420ページ 定価4,180円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13025-6 C2033
A

〈KINZAI バリュー叢書〉

実践！

「現場営業力」強化セミナー
髙橋昌裕著

2016.11刊

四六判・184ページ 定価1,540円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13024-9 C2033
A

地域金融機関における

資金運用の高度化
平野吉伸著

2016.８刊
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管理や LDI 等、テクニカル面の進展を
フォロー。
優秀な支店長・営業担当者が実践してい
るノウハウを形式知化し、個々の能力を
最大限引き出す勝利の方程式を導出す
る。現場営業力の底上げを図りたい金融
機関の支店長・営業役席・営業担当者や
本部企画関連部署等にとって必読の一冊。
資金運用の高度化に必要な分散投資によ
るリスクリターンの改善方法を検討。投
資戦略の策定から外貨建て外国債券・外
国株・海外 ETF・オルタナティブにつ

Ａ５判・520ページ 定価5,500円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12894-9 C2033
A

いて解説。『地域金融機関の資金運用と
リスク管理（改訂版）』の姉妹書。

ファイナンス
〈KINZAI バリュー叢書〉

顧客をリスクから守る
資産形成術
勝盛政治著

2016.７刊

四六判・176ページ 定価1,650円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12886-4 C2033
A

ハイブリッド・ファイナンス事典

F P、金融商品販売担当者にとっての
フィデューシャリー・デューティの第一
歩は、「許されるリスクの範囲」を顧客
と一緒に考えること。想定外のリスクか
ら顧客を守ることを最優先した資産形成
の手順を身近な事例を交えて丁寧に解説。
FinTech や金融工学によってハイブリッ
ド化が進展する金融と証券、保険に関す
る200テーマを図説。関連用語まで包括

可児

的に解説することで、知りたい用語を起

滋著

2016.７刊

Ａ５判・936ページ 定価5,500円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12642-6 C2033
A

〈KINZAI バリュー叢書〉

ザ・クラウドファンディング
佐々木敦也著

2016.６刊

幅広い関連知識を連鎖的に習得できる。
日本初の大学系クラウドファンディング
の創設・運営者が、自らのリアルな体験
をもとに資金調達者（起業者）、資金出
資者（応援者）、運営者（仲介機関）そ

四六判・276ページ 定価1,980円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12880-2 C2033
A

スワップ取引のすべて

〈第5版〉

れぞれの課題と実務を解説し、地域金融
機関への影響を考察する。
デリバティブ取引に関する法制度や規
制、会計等について最新の内容を反映し
たデリバティブ取引の基本書、待望の第

杉本浩一・福島良治・若林公子著
2016.５刊

点に、用語の理論的背景から実務に至る

Ａ５判・上製・452ページ 定価4,400円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12843-7 C2033
A

中小企業の事業性評価と
新規融資のタネ
高橋俊樹著／
江平 享監修

2016.５刊

５版。価格算定、リスク分析から販売、
会計処理まで、デリバティブ商品の取引
にかかわるすべての実務家必読の書。
事業性評価はどう進めたらいいのか。資
金需要はどう発掘したらいいのか。企業
の資金需要がなかなか表面化しないな
か、地域金融機関には、積極的な資金需

四六判・144ページ 定価1,815円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12599-3 C2033
B

要の発掘が求められている。本書には、
ひとつの解がある。

フィナンシャルエンジニアリング

デリバティブズ体系書として絶大な支持

―デリバティブ取引とリスク管理の総体系―

ゆるデリバティブの基本的な仕組みとそ

〈第9版〉

ジョン・ハル著／
三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券市場商品本部訳
2016.７刊

Ａ５判・1,408ぺージ 定価13,200円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12176-6 Ｃ2033
A

を得る理論・実務書の最新邦訳版。あら
の価値評価について基礎からやさしく解
説。専門大学院、財務担当者、法人渉外
担当者、マーケット関係者必読の書。
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ファイナンス

「でんさい」のすべて
〈第2版〉

解説。電子債権記録機関である全銀電子
債権ネットワーク（でんさいネット）自

株式会社全銀電子債権ネットワーク著
2016.５刊

でんさいネットの利用について網羅的に

Ａ５判・472ページ 定価3,960円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12891-8 C2032
C

数理ファイナンスの歴史

らが書き下ろした定本的解説書。機能拡
充に伴う改訂を加えつつ、さらにわかり
やすくなった第２版。
20世紀初頭から今日に至る金融工学の歴
史を、関連する事件、金融危機、規制当
局の動きをまじえて時系列で整理。先端

櫻井

技術の成立過程を理解できる読物とし

豊著

2016.４刊

Ａ５判・上製・568ページ 定価6,050円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12862-8 C2033
A

資産運用の本質

―ファクター投資への体系的アプローチ―
アンドリュー・アング著／
坂口雄作・浅岡泰史・角間和男・浦壁厚郎監訳
2016.４刊

Ａ５判・892ページ 定価9,350円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12831-4 C2033
A

公的・企業年金運用会社の元社長が教える
波乱相場を〈黄金のシナリオ〉に変える資産運用法

かんたんすぎてすみません。
岡本和久著

2016.４刊

Ａ５判・172ページ 定価1,760円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12672-3 C2033
B

〈KINZAI バリュー叢書〉

はじめてのイスラム金融
吉田悦章著

2016.３刊

四六判・168ページ 定価1,540円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12864-2 C2033
A

経営改善計画書の読み方
2016.３刊
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ガイドとしても比類なき一冊。
資産に影響を与える「ファクター」に着
目して資産運用のあり方を捉え直す、体
系的かつ実践的な書。投資家はリスクを
どう認識し、どのように資産を運用すれ
ば成果に結びつくのか、アセット・オー
ナーの観点で解説。
機関投資家の社長として、13年間にわ
たって公的・企業年金の運用に携わって
きたノウハウを開示。誰でも簡単にでき
る資産運用法を解説する。必要なのは
「人任せにしない」ことと、「かんたんす
ぎる知識」だけだ。
サムライ・バンカーが国際市場を生き抜
くためのグローバル・パスポート。世界
的金融危機、アメリカの利上げ、日銀のマ
イナス金利政策をよそに成長を続ける独

金融機関職員のための

片岡俊博著

て、市場関係者が参照しやすいモデル・

自の金融システムを、第一線で活躍中の
国際金融マンが詳しく解説。
業績悪化原因が解明されないまま営業努
力で売上回復を見込む「経営改善計画
書」が多い中、計画の実現可能性を金融
機関職員が見極めるためのチェックポイ

Ａ５判・316ページ 定価3,080円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12855-0 C2033
A

ントを整理。帳票タイプ別実現可能性
チェックリストを収録。

ファイナンス

実務解説 エクエーター原則／
赤道原則
―プロジェクト融資の環境・社会リスク管理―

みずほ銀行・三菱東京 UFJ 銀行・三井住友銀行著
2016.３刊

Ａ５判・264ページ 定価2,860円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12842-0 C2033
A

担保書式便覧

【不動産編】

小林明彦・藤本忠久編集代表

2016.３刊 Ｂ５判・上製・928ページ 定価16,500円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12601-3 C2032
A

〈法人融資手引シリーズ〉

不動産担保実務
小野兵太郎著

2016.２刊

Ａ５判・408ページ 定価4,180円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12828-4 C2032
A

ゼロからわかる

積立投資のススメ方
2015.12刊

原則）解説書。大規模なプロジェクト融
資に係わる“金融業界基準”である EP
とは？

その実務は？

３メガ銀行の担当者による実務に即した
わかりやすい解説。
抵当権、根抵当権、確定根抵当権に大別
し、権利ごとに設定・移転・変更・処分
の順に99のケースを設定。書式作成上の
留意点や必要書類・費用一覧を説明し、
契約書式・登記原因証明情報・登記用委
任状に注記を付して解説。
担保評価、物件調査、事後管理、処分換
価、不動産鑑定評価書の見方、不動産類
型別の留意点を解説。遊休地の活用や事
業用不動産の最有効使用の提案など、取

〈KINZAI バリュー叢書〉

星野泰平著

本邦初の EP（エクエーター原則／赤道

四六判・244ページ 定価1,980円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12850-5 C2033
A

モンテカルロ法入門

引先のニーズを把握し、収益向上に役立
つ情報の提供を行うための知識を網羅。
「リスクのある金融商品の販売が苦手で
す」。それは、損を出してお客様をがっ
かりさせるのが怖いから。お客様も納得
ずくで投資を始め、友人・同僚に広めた
くなる、堅実投資の理屈と説明方法、営
業展開するための商品戦略を解説。
身近な意思決定を例題としてエクセル
VBA による解法を理解することで、モン
テカルロ法を実践的に応用するための土

大野

薫・井川孝之著

2015.12刊

Ａ５判・152ページ 定価1,760円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12829-1 C2033
A

台を築くことが可能。経営戦略や意思決定
における分析手法に関心のあるビジネスマ
ン、金融機関のリスク管理担当者等必読。

事例に学ぶ

貸出業務の生命は資金使途の検証にあ

―資金使途の検証にみる「貸出の王道」―

を、資金使途別に事例を織り交ぜながら

貸出判断の勘所〈新版〉
吉田重雄著

2015.12刊

Ａ５判・264ページ 定価2,585円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12849-9 C2033
A

り！

貸出業務の基本姿勢や判断要素

解説。金融行政の変化をふまえた「事業
性評価融資」に関する章を新設した８年
ぶりの改訂版。
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はじめての株式投資

―優良企業のシンプルな選び方―
福沢隆雄著

2015.11刊

Ａ５判・160ページ 定価1,760円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12825-3 C2033
A

―動産価値を活用した企業金融の仕組み―
ゴードン・ブラザーズ・ジャパン編著

Ａ５判・204ページ 定価2,090円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12812-3 C2033
A

公共施設等運営権
植田和男・内藤 滋編著／
六角麻由・増田智彦・木田翔一郎著

Ａ５判・228ページ 定価2,750円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12821-5 C2032
A

〈法人融資手引シリーズ〉

債権・動産担保実務

〈第3版〉

旗田 庸・トゥルーバ グループ ホールディングス編著
2015.９刊

Ａ５判・332ページ 定価3,520円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12592-4 C2032
A

〈法人融資手引シリーズ〉

融資審査
2015.８刊

を実際の事例を通じて解説。借入人が置
かれている状況や、ストラクチャーごと
の具体的事例において、実行したソ
リューション、実行後の状況、他案件へ
の応用可能性について言及。
大規模な公共施設・インフラの更新期の
到来、深刻化する国の財政構造の悪化に
伴って注目されている公共施設等運営権
を意義・役割とその活用、関連法令の解
説、実施契約の特色に分けて解説。運営
権とファイナンスの関係にも言及。
売掛債権や在庫等などの事業収益資産の
活用を通じて、事業性評価融資を実現す
るための実務知識をわかりやすく解説。
預金、売掛債権、保険などの債権や、営
業用動産、商品などの動産を担保に取
り、管理・実行するまでの手続を詳述。
融資審査に係る実務上の留意点について

イドライン、地域密着型金融、企業の内
Ａ５判・284ページ 定価3,080円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12815-4 C2032
A

融資契約

部統制面の評価などを新たに詳述。融資
審査に携わる金融機関職員必携の書。
融資法務の基礎知識の習得と理解を目的
に、融資契約における実務上の留意点に

〈第3版〉

ついて豊富な書式を交え解説した実務マ

関沢正彦・中原利明編著
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教科書となる一冊。

マニュアル。第３版では、経営者保証ガ

〈法人融資手引シリーズ〉

2015.８刊

社職員まで、株式投資に関心を持つ人の

現場で役立つように解説した定番の実務

〈第3版〉
高橋俊樹著

の見極め、安値圏、中長期投資）をわか

動産価値を活用した企業金融のポイント

アセット・ベースト・ソリューション

2015.10刊

になるための三つのポイント（優良企業
りやすく解説。投資未経験者から証券会

事例研究

2015.10刊

目先の儲けにとらわれない、賢い投資家

Ａ５判・276ページ 定価3,080円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12681-5 C2032
A

ニュアルを７年ぶりに改訂。犯罪収益移
転防止法に基づく本人確認、暴力団排
除、電子記録債権などを新たに詳述。

ファイナンス

新しいファイナンス手法〈第2版〉
―プロジェクトファイナンス／シンジケートロー
ン／知的財産ファイナンスの仕組みと法務―
西村あさひ法律事務所編
2015.８刊

Ａ５判・328ページ 定価3,520円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12675-4 C2032
A

業種別エキスパート
経営分析
都井清史著

2015.４刊

Ａ５判・168ページ 定価2,200円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12667-9 C2033
A

―リスクヘッジを超えて―

Ａ５判・上製・248ページ 定価2,970円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12633-4 C2033
A

LNG（液化天然ガス）プロジェクト
ファイナンス
―リスク分析と対応策―
2015.１刊

Ａ５判・176ページ 定価1,980円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12627-3 C2033
A

トレーダーは知っている

―オプション取引で損をしない「法則」―
小森

晶著

2014.10刊

Ａ５判・上製・244ページ 定価3,080円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12568-9 C2033
B

年金基金のための
プライベート・エクイティ
日本バイアウト研究所編
2014.10刊

の仕組みと法務につき、民法改正法案に
即して最新理論を詳説。担保や保証に依
存しない融資手法を実務的に解説。

金融業務能力検定「法人営業力強化・業
種別エキスパート」試験に対応。倒産会
社や粉飾決算の事例も使いながら、金融
KFS（Key Factor for Success ）等をわ
かりやすく解説。
企業はなぜデリバティブ取引を使うの
か。デリバティブ取引の理論、制度的課
題等を詳説し、デリバティブ取引の本質
を企業金融において位置づけ、解説す

福島良治著

井上義明著

ケートローン」「知的財産ファイナンス」

機関が注目する38業種の財務分析と

企業価値向上のデリバティブ

2015.３刊

「プロジェクトファイナンス」「シンジ

Ａ５判・上製・352ページ 定価3,630円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12603-7 C2033
B

る。財務、マーケット部門、リスク管理
等あらゆる企業金融担当者必読の書。
L N G プロファイのすべてがこの１冊
に。液化天然ガス事業に内在する主要
11のリスクを丁寧に分析し、その対応
策を明示。資源開発デベロッパー、商
社、ガス会社、電力会社、金融機関の担
当セクション必読。
オプション・トレーディングの現場に長
年身を置いてきた著者が、オプション取
引で損をしない法則を開示。付録のオリ
ジナルシミュレーション・シートによ
り、取引の疑似体験ができる。誰もがト
レーダーのノウハウを体感できる１冊。
年金基金の視点からプライベート・エク
イティ・ファンドについて論じた本格的
専門書。日本の年金基金の資産運用を取
り巻く環境変化にふれたうえで、プライ
ベート・エクイティへの投資の意義、特
徴、課題、実務、展望について詳述。
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プロジェクトファイナンスの
理論と実務〈第２版〉
エドワード・イェスコム著／佐々木仁監訳／
榎本哲也・大和田慶・三浦大助訳
2014.10刊

Ａ５判・上製・812ページ 定価8,800円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12302-9 C2033
A

シンプル解説

オルタナティブローン
北原一功監修／池田正嗣著
2014.９刊

Ａ５判・288ページ 定価3,080円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12564-1 C2033
A

基礎からわかる

LIBOR マーケット・モデルの実務

（CD-ROM 付き）

金利デリバティブ研究会著
2014.８刊

Ａ５判・120ページ 定価1,980円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12574-0 C2033
A

資源・インフラPPP/
プロジェクトファイナンスの基礎理論

Project Finance 』の新版。拡大著しい
インフラ PPP 事業など金融危機を経た
プロジェクト・ファイナンス・ビジネス
のいまを詳説。

低金利が続く中、新たな貸出機会として
のオルタナティブローンの重要性が増し
ている。市場型間接金融を中心に、スト
ラクチャーの概要を解説し、各スキーム
図を示したうえで、リスクの所在、案件
取り上げ時の留意点について解説する。
理論的に明快で、金融市場との整合性も
高い LIBOR マーケット・モデルについ
て、実務で活用する場合に基礎となる点
を中心に解説。基礎から最先端金利デリ
バティブ・モデルの導入まで一冊で網羅
した、クオンツ希望者必携の書。
旧日本輸出入銀行（現国際協力銀行）で
数多くの海外案件に携わった著者が、資
源・インフラ PPP とプロジェクトファ
イナンスの理論を解説。地方自治体、デ

樋口孝夫著
2014.７刊

斯界の世界標準テキスト『Principles of

Ａ５判・上製・268ページ 定価2,970円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12561-0 C2032
A

地域の資源を活かす

ベロッパー、投資銀行の担当セクショ
ン、弁護士、学生等、必携の１冊。
再生可能エネルギー事業にまつわるさま

再生可能エネルギー事業

ざまな検討すべき事項を概説した入門書。

認定 NPO 法人環境エネルギー政策研究所編著／
法政大学サステイナビリティ研究所協力

法をわかりやすく解説するとともに、風

2014.６刊

四六判・244ページ 定価2,200円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12437-8 C2033
A

〈KINZAI バリュー叢書〉

ゼロからわかる

コンサルティング営業のアプローチ
大工舎宏監修／佐藤史子著
2014.５刊
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四六判・164ページ 定価1,650円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12556-6 C2033
A

事業化に際しての検討課題および対処方
力発電と太陽光発電を対象とした具体的
な収支計画シミュレーションを示す。
コンサルティング営業に取り組むための
基本的な考え方と、明日から実践可能な
具体的な進め方をわかりやすく解説。金
融機関の若手法人営業担当者はもちろ
ん、取引先とのコミュニケーション強化
を図りたいすべての方にとって必読の書。

ファイナンス

ABL 取引推進事典
細溝清史／菅原郁郎監修
一般社団法人 金融財政事情研究会編
2014.４刊

Ａ５判・上製・796ページ 定価8,800円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12404-0 C2033
A

〈KINZAI バリュー叢書〉

デリバティブと
はさみは使いよう
岩橋健治著

2014.３刊

四六判・184ページ 定価1,760円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12434-7 C2033
A

クレジット投資のすべて

〈第2版〉

Ａ５判・上製・340ページ 定価3,740円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12421-7 C2033
A

外為辞典
博著

2014.３刊

スと、機械、生体、産業・建築資材など
動産別の取組みポイントを網羅。
なぜ輸入業者が円安で収益改善？

為替

デリバ損失で非があったのは誰？

輸出

業者は円安でもう安心？―素朴な疑問へ
の答えを考え、非合理な資金調達・運用
のケースからデリバティブの正しい使い
方を身につけるユニークなノウハウ本。
クレジット・ストラテジーと個別銘柄分
析を融合し最良パフォーマンスを追求す

ネットとリスク・プレミアムの関係な
ど、最新の知見が満載。
『外国為替』『外為渉外』に続く、外為
て外為実務に携わる金融機関職員はもと
より、すでに外為事務・渉外に従事する

Ａ５判・176ページ 定価1,980円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12393-7 C2033
A

―変貌する市場への対応―

三菱東京 UFJ 銀行市場企画部／金融市場部著

Ａ５判・上製・528ページ 定価5,170円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12391-3 C2033
B

［完全版］投資ファンドのすべて
―儲けの仕組みと悪用防止策―
光定洋介編著／白木信一郎著
2014.２刊

ニタリング、回収処分に至る実務プロセ

エッセンシャルシリーズの第３弾。初め

デリバティブ取引のすべて

2014.２刊

説。マーケティングから審査、契約、モ

J G B のクレジット分析、セーフティ

〈外為エッセンシャルシリーズⅢ〉

大村

金ニーズに応えるための必須知識を解

る投資戦略書。流動性リスクの見方や

大橋英敏著
2014.３刊

動産・債権を積極的に活用し、企業の資

Ａ５判・256ページ 定価2,640円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12407-1 C2033
A

ベテランの方々向けに、頻出する外為用
語を選定し、コンパクトに解説。
1990年頃からスワップ・オプション取引
が急拡大した日本でのデリバティブ市場
の歴史・取引推移・最新理論・会計・税
務・法規制・リスクマネジメント・実務
への応用・今後の方向を体系的にまと
め、真の姿を著した待望の実務書。
わが国の投資ファンド市場（投資信託、
ヘッジファンド、買収ファンド、事業再生
ファンド等）をわかりやすく解説。詐欺的
運用の被害に遭わないためのファンド選
別のポイントも詳解。地域金融機関や年
金基金等、アセットオーナー必携の一冊。
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これでわかるABL

ABL の仕組み、金融機関から実際に融
資を受けるにあたっての留意点等につい
て「設問」「結論」「解説」の Q&A と、

NPO 法人日本動産鑑定編著
2014.１刊

Ｂ５判・64ページ 定価1,100円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12418-7 C2033
A

〈外為エッセンシャルシリーズⅠ〉

外国為替
大村

博著

2013.10刊

2013.12刊

多様な顧客ニーズを満たすために必須と

輸出入金融、リスクヘッジ、特殊貿易
Ａ５判・372ページ 定価4,180円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12349-4 C2033
A

等、取引項目ごとにわかりやすく解説。

外為にからむ多様な顧客ニーズの発掘方
法を示し、適切なソリューションのため
に必要となるポイントをわかりやすく解
説。外為担当者に加えて、海外取引のあ

Ａ５判・280ページ 定価3,080円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12376-0 C2033
A

日本株式市場の

リスクプレミアムと資本コスト

る企業を担当する法人渉外担当者等、必
読の書。
欧米に比べ理論的実証がむずかしいとされ
ている日本の株式市場を多面的に分析。特
に「ハンセン・ジャガナサンモデル」を使
用した「自己資本コスト推定モデル」を用

菅原周一著
2013.９刊

の営業店渉外担当者等、必携の書。

を、外貨両替、外国送金、輸出入取引、

外為渉外
博著

すく解説。中小企業の経営者や金融機関

なる外為業務の基礎的な知識・仕組み

〈外為エッセンシャルシリーズⅡ〉

大村

図解を交えながらコンパクトにわかりや

Ａ５判・上製・276ページ 定価3,080円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12352-4 C2033
B

いながら日本株式のリスクプレミアムや資
本コストと期待リターンの関係を解明。

事例に学ぶ

金融機関の支店長・管理職者が若手を貸

―対話形式で学ぶ
“判断・事務・管理”の63シーン―

際に、OJT で教えるべき必要最低限の

貸出の基本を教えるOJTの勘所
吉田重雄著

2013.９刊

Ａ５判・292ページ 定価2,750円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12363-0 C2033
A

でんさい実務 Q&A

出業務担当者として教育指導、育成する
知識、問題対応方法等について、63の
事例を踏まえ解説。若手行職員の参考書
としても最適。
「でんさい」取引の実務を50の Q&A で
わかりやすく解説。とくに金融機関職員
がでんさいネットの仕組みを理解し、実

小木曽佳子著

2013.７刊
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務を行うために必要な知識や考慮しなけ
Ａ５判・148ページ 定価1,540円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12362-3 C2032
C

ればならないポイントを具体的に取り上
げている。

ファイナンス

中小企業向け新規融資のための

事業計画分析 PDCA
森岡宏之・鵜木優次著
2013.７刊

再投資可能な医療

―医療機関経営とファイナンス―
2013.７刊

四六判・192ページ 定価1,760円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12339-5 C2033
A

間違いだらけの M&A

―転ばぬ先の統合マネジメントプラン―
株式会社エスネットワークス編著
2013.７刊

四六判・188ページ 定価1,650円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12337-1 C2033
A

〈KINZAI バリュー叢書〉

ゼロからわかる

損益と資金の見方
都井清史著

2013.６刊

四六判・180ページ 定価1,430円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12322-7 C2033
A

ふるさと投資のすべて

―金融システムを変える地域活性化小口投資入門―
赤井厚雄・小松真実・松尾順介著
2013.５刊

Ａ５判・上製・124ページ 定価1,320円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12328-9 C2033
B

びっくりするほど

経営分析がよくわかる本
金児

昭監修／末松義章著

2013.２刊

の監査法人が、事業計画分析に必要な知
識をわかりやすくコンパクトにまとめた
実務書。

Ａ５判・152ページ 定価1,320円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12326-5 C2033
B

〈KINZAI バリュー叢書〉

青山竜文著

中小企業の監査を多く見ている中堅大手

Ａ５判・116ページ 定価1,650円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12169-8 C2033
A

医療機関の経営に関する基本的な知識を
解説した入門書。各種の客観的な統計・
数値をもとにした図表を数多く掲載。医
療機関における事業性の見方、地域性の
特徴、事業体の特性、事業展開の方法、
ファイナンス手法をわかりやすく解説。
M&A プロセスにおいて、統合マネジメ
ントプランを作成・実施することの意義
を、実際の事例等を踏まえながらわかり
やすく解説。一般企業の経営者、経営企
画担当者、金融機関の法人担当者等、必
読の書。
金融機関の従業員を主な対象として、企
業の損益と資金繰りの見方の基本が理解
できる入門書。損益計算書の見方、貸借
対照表の見方、資金の見方の３つの観点
から、実際の事例を踏まえつつ要点をわ
かりやすく解説。
志ある個人の資金が明日の日本を担う企
業に円滑に供給されるための仲介機能を
持つ「ふるさと投資」の仕組みを、実例
を交えて解説するとともに、今後の可能
性を展望する体系的入門書の決定版。日
本の成長戦略に欠かせないスキーム。
一般にむずかしいと思われている経営分
析を、決算書の見方、各種数値・指標の
活用方法を含めてわかりやすく解説。一
般企業や金融機関において初めて審査・
与信管理に携わる方等必読の書。
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ファイナンス

機関投資家のための

プライベート・エクイティ
日本バイアウト研究所編
2013.２刊

Ａ５判・上製・464ページ 定価3,960円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12187-2 C2033
B

モンテカルロ法による

リアル・オプション分析〔CD-ROM付〕
―事業計画の戦略的評価―
大野

薫著

2013.１刊

Ａ５判・上製・472ページ 定価7,920円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12180-3 C2033
A

CDS のすべて

―信用度評価の基準指標として―
矢島

Ａ５判・上製・200ページ 定価2,305円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12179-7 C2033
B

〈KINZAI バリュー叢書〉

責任ある金融

―評価認証型融資を活用した社会的課題の解決―
日本政策投資銀行
2013.１刊

環境・CSR 部著

四六判・216ページ 定価1,760円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12167-4 C2033
A

コーポレートファイナンスの
原理〈第9版〉

Stephen A. Ross／Randolph W. Westerfield／
Jeffrey F. Jaffe 著 大野 薫訳
2012.10刊

Ａ５判・1,596ページ 定価11,000円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11338-9 C2033
A

病院・高齢者向け住宅・介護
福祉施設融資ハンドブック
―担当者のための知識とノウハウ―
東出泰雄著

2012.８刊
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クイティ・ファンドの魅力や投資の際の
留意点について詳解した本邦初の専門
書。有力機関投資家へのインタビューや
座談会を収録し、資産運用担当者や年金
基金にとって必読の書。
読者自らプログラム・コードを入力する
ことにより、オプション評価への理解を
深めながら事業計画のリアル・オプショ
ン分析をマスターするための専門書。プ
ログラムを入力するワークシートのテン
プレート収録の CD-ROM 付。
取引先のクレジットが問題視される際の
指標となる CDS（クレジット・デフォ
ルト・スワップ）の初の体系的実務書。
CDS の仕組み・機能、商品体系、契約

剛著

2013.１刊

機関投資家の視点からプライベート・エ

Ａ５判・200ページ 定価1,760円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12127-8 C2033
B

書、取引事例等をわかりやすく解説。

「環境格付（環境リスク）」「BCM 格付け
（事業継続リスク）」「健康経営格付（人
的生産性リスク）」の３つを主要な柱と
する評価認証型融資の取組みを紹介し、
その体系の概要と意義についてわかりや
すく解説。
米国の熾烈な MBA 教科書市場を勝ち抜
いてきた“定本”。［第７版］以来、５年
半ぶりの日本語改訂版。ファイナンス理
論の基礎から応用まで、多くの図表や事
例・練習問題を踏まえ、わかりやすく解
説。
日本の医療機関は従来のビジネスモデル
の転換を求められており、多額の設備資
金ニーズが高い。本書は、営業店の渉外
担当者が病院・介護施設、さらには法改
正で今後かなりの建設が増える高齢者向
け住宅について平易に解説した実務書。

ファイナンス

不動産ファイナンスの

再生・回収実務
今井和男・佐藤
2012.８刊

亮編著

Ａ５判・280ページ 定価2,860円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12152-0 C2032
C

貸出業務の信質

―貸出業務に携わる人の矜持―

四六判・上製・328ページ 定価2,640円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12126-1 C2033
A

ハーバード・ケーススタディ方式で

企業財務を学ぶ
山田晴信著

2012.６刊

Ａ５判・224ページ 定価2,640円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12112-4 C2033
A

に基づいてわかりやすく解説する。新た
なステージを迎えた不動産ファイナンス
の再生・回収手法を解明した待望の書。
好評の吉田重雄氏執筆の書籍第５弾では
「貸出業務の本来のあり方」を追究。貸出
業務をめぐる環境変化、担当者のレベ
基準、意識改革と行動改革について、豊
富な資料をもとにわかりやすく解説。
さまざまなケースを通して、資金調達と
M&A がわかる！コーポレートファイナ
ンスの教科書。事例と対話方式で理解を
者必携。

償却実務プロセスのすべてに応える定番

金融機関の債権償却〈第5版〉
―自己査定における実務対応―
高橋俊樹著

Ａ５判・上製・376ページ 定価4,400円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12099-8 C2033
A

〈KINZAI バリュー叢書〉

住宅ローンのマネジメント力を高める

―攻めと守りを実現する住宅ローンのビジネスモデル―
本田伸孝・三森
2012.５刊

スの有事の実践対応を、ケーススタディ

深める。金融機関職員、企業の財務担当

実例に学ぶ

2012.６刊

ク以降の SPC を用いた不動産ファイナン

ル、貸出業務の基本・要諦、貸出判断の

吉田重雄著
2012.６刊

マーケットの分析から、リーマンショッ

仁著

四六判・228ページ 定価1,760円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12120-9 C2033
A

書籍。法人税法施行令、法人税基本通達
にあてはまる代表的な事例をもとに引
当・償却の具体的な判断基準を明らかに
し、実務処理の指針を示す。

金利競争による残高獲得競争が激しさを
増す住宅ローンは、既存利用者との取引
関係の継続が重要となる。本書では、商品
性、収益性、債権管理、リスク把握など
の観点から成熟市場下における住宅ロー
ンビジネスモデルのあり方を提言する。

応酬話法で学ぶ

本書は中小企業とのコミュニケーション

―聞き上手･ 提案上手の極意―

報の活用力強化策はもとより、企業の

融資渉外スキルアップ
東出泰雄著

2012.４刊

Ａ５判・228ページ 定価1,760円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12100-1 C2033
B

能力を高めるために必要な定性・定量情
ニーズを把握し、最適な対応策を提案で
きるノウハウを豊富な「応酬話法の事
例」を用いながら貴重なノウハウを公開。
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ファイナンス

EXCELで学ぶ

金融数学の基礎
青沼君明・村内佳子著
2012.１刊

Ａ５判・188ページ 定価2,200円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11956-5 C2033
A

企業審査とリスク･マネジメント
―与信管理強化、粉飾決算防止の処方箋―

Ａ５判・上製・188ページ 定価2,420円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11926-8 C2033
A

電子記録債権と
サプライヤーファイナンス
実務家のための

平田重敏編著

2011.10刊

Ａ５判・332ページ 定価3,300円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11930-5 C2033
A

融資の常識50考〈第2版〉
2011.７刊

者でもイメージがつかみやすい構成。リ
スク管理で前提とされる数学知識を短期
間で習得する必要がある方必読の書。
金融機関や企業の審査、リスク管理、内部
監査部門の担当者を対象に、与信管理の
考え方や実務のポイントについて解説。
著者が積み重ねた研究に基づき、確かな
信用リスク・マネジメント論を展開する。
実務の先端を走る三井住友銀行のチーム
が電子記録債権について分かりやすく解
説。従来の手形・小切手、一括決済方式
問題の根本や実務とのかかわりについて
も分析。
一定の経験を積んだ融資担当者が「大丈
夫だろう」と思ってなおざりにしたこと
が、実は重要なことだったり、あるいは
大事故につながりかねないことだった

四六判・128ページ 定価1,320円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11915-2 C2033
A

キャッシュフロー・
ファイナンス
入道正久著
2011.３刊

の操作をしながら例題に取り組み、独習

との違いや利点から電子記録債権の法的

いまさら聞けない

高橋俊樹著

論を第一人者がわかりやすく解説。Excel

企業審査部門で豊富な経験と実績をもつ

末松義章著
2011.10刊

金融機関のリスク管理に不可欠な数学理

Ａ５判・上製・344ページ 定価3,300円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11726-4 C2033
A

貸出業務の王道

り。事故防止の極意を達人が伝授します。

キャッシュフロー・ファイナンスとは、
プロジェクトファイナンスの手法を用い
た中堅中小企業向け融資。キャッシュフ
ローを担保する仕組みを取り入れている
ため、中小企業へ長期の投資資金や事業
再生資金などの融資が可能になる。
取引先実態把握・債権管理の重要性・手
法、貸出業務における基本動作、貸出業
務の法律的裏付け、貸出担当者の育成手

吉田重雄著
2011.３刊
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四六判・上製・304ページ 定価2,640円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11757-8 C2033
A

法、貸出業務の実績評価のあり方……。
本書１冊で貸出業務の真髄・原理原則、
まさに「王道」を確認することができる。

ファイナンス

わかりやすい融資業務

〈第3版〉
松嶋

Ａ５判・336ページ 定価3,410円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11738-7 C2033
A

〈新訂貸出管理回収手続双書〉

仮差押え

河合伸一編集代表

Ａ５判・上製・840ページ 定価8,381円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11636-6 C2032
A

〈新訂貸出管理回収手続双書〉

貸出管理
伊藤
三上

Ａ５判・上製・840ページ 定価8,381円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11634-2 C2032
A

THE

2010.１刊

Ａ５判・212ページ 定価2,200円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11556-7 C2033
A

取引先企業の実態把握強化法
―経営計画から企業の本当の実力がみえてくる―
株式会社アットストリーム著

Ａ５判・200ページ 定価2,200円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11525-3 C2033
A

Excel&VBAで学ぶ

金融統計の基礎
青沼君明・市川伸子著
2009.７刊

仮差押えの手続、仮差押えを受けた場
処分、占有移転禁止の仮処分、仮処分解
放金、仮処分を受けた場合、仮登記を命
ずる処分など、仮差押え、仮処分の手順
と実務ノウハウを余すところなく開示。
各種取引別の貸出管理、個人貸出先の変
動、保証・担保の変動と貸出管理、任意
弁済、時効の管理など、融資実行後に生
ずる債権の変更、債務者の変更、担保・
保証の変動、時効等への対応策を明示。

訂版。株券電子化に伴う証券振替制度、
新信託関係法令における受託者責任等に
ついての用語を200語追加するととも

金融機関のための

2009.11刊

経験とノウハウが結集。

「アセットマネジメント用語500」の改

資産管理実務用語700
清水和夫著

イアンス、不良融資への対応など筆者の

動、法人貸出先の変動、貸出債権の変

眞・中務嗣治郎・深山卓也・中原利明・
徹・能城弘昭編集代表

2010.12刊

解説。担当者としての心構え、コンプラ

合、仮差押えを争う方法、処分禁止の仮

仮処分・仮登記を命ずる処分
2011.１刊

証、管理・回収まで、融資全般について
法的背景を踏まえて実務の要点を平易に

泰監修／加藤浩康著

2011.１刊

融資の基本から取上げ、審査、担保・保

Ａ５判・156ページ 定価2,200円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11498-0 C2033
A

に、最近の金融経済事情を反映した内容
に改めた。
経営コンサルタントの実務目線で、経営
計画を、「日常における経営実態把握の
必要性」、「決算書だけからは見えないこ
とを見えるようにする」、「過去・現在の
ことだけでなく、将来のことも把握す
る」の３つの観点から分析する。
取引先の信用リスクの評価、企業価値の
評価、金融商品の理論価格評価、融資価
値の評価が不可欠であり、本書はその前
提となる金融統計の基礎理論を、実務で
必要となるものに絞って解説した入門書
である。
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ファイナンス

事例に学ぶ

金融機関で重要な経営課題とされている

貸出担当者育成の勘所

―貸出業務の本質とOJTによる人材育成―
吉田重雄著

2009.６刊

Ａ５判・280ページ 定価2,860円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11497-3 C2033
A

〈EXCELで学ぶファイナンス②〉

証券投資分析

宏・袖山則宏・矢野

2009.４刊

学・角谷大輔著

Ａ５判・292ページ 定価3,080円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11394-5 C2033
A

が満載。OJT でも活用できる。

証券投資の基礎理論から、株式、債券、

をすべて網羅。EXCEL 使用により、個
人がパソコンで簡単に学習できる。投資
分析の学習者必読の書。
好評実務書、５年ぶりに全面改訂！第一
人者が、構造・組成方法・格付手法・価

〈第2版〉

―クレジット・デリバティブと証券化のコラボレーション―
剛著

2008.11刊

針・具体策を詳説。現場感覚十分の事例

ネジメントまで、実務に活用される範囲

CDO
矢島

確認したうえで、貸出担当者育成の方

先物 ･ オプション、ポートフォリオ ･ マ

〈第3版〉
藤林

「貸出担当者の育成」。貸出業務の本質を

Ａ５判・上製・280ページ 定価3,740円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11342-6 C2033
A

格付け・インデックス等、主要論点を初
学者にもわかりやすく解説。CDO と関
連の深い CDS（クレジット・デフォル
ト・スワップ）についても詳述。

事例に学ぶ

貸出先企業の実態を把握する際の基本姿

―「取引先概要表」の作成と財務・実体面の動態把握―

概要表の内容と作成方法、実体面の把握

貸出先実態把握の勘所
吉田重雄著

2008.８刊

Ａ５判・256ページ 定価2,420円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11321-1 C2033
A

M&Aファイナンス

〈第2版〉

笹山幸嗣・村岡香奈子著
2008.７刊

Ａ５判・上製・388ページ 定価4,180円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11301-3 C2033
A

アセット・ベースト・
レンディングの理論と実務
トゥルーバ グループ ホールディングス株式会社編
2008.７刊
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Ａ５判・上製・668ページ 定価7,700円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11198-9 C2033
A

勢や確認事項、企業調査の本質、取引先
方法、財務面の動態把握、倒産兆候のと
らえ方について、支店長・担当者の会話
を織り交ぜて現場感覚満載で解説。
金融商品取引法等、関連法規制の改正に
完全対応！草創期から多くの案件に携
わってきたスペシャリストがわかりやす
く解説。典型的なストラクチャー解説か
ら仮想ケーススタディまで実務家のノウ
ハウをこの一冊に凝縮。
アセット・ベースト・レンディングにつ
いて、その本質から実践手法、今後の展
開を ABL、法律、会計・税務、手法、
担保評価に加え、より広義のアセット・
ベースト・ファイナンスも詳解。

ファイナンス

地域金融機関のための

中小企業 M&A 入門
日本 M&A センター編
2008.７刊

Ａ５判・180ページ 定価2,200円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11213-9 C2033
A

〈EXCELで学ぶファイナンス⑤〉

ポートフォリオ理論の実践
―５銘柄のポートフォリオをつくろう―
村中健一郎著

2008.５刊

Ａ５判・136ページ 定価1,980円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11199-6 C2033
A

現代ポートフォリオ理論講義

中小企業の事業承継や再生手法として、
M&A が積極的に活用されている。M&A
の潜在的需要発掘のための調査方法、取
引先からの相談の受け方、マッチングに
係る事業整理等のすすめ方、アフター
フォロー、などを解説。
現代ポートフォリオ理論の基礎と実践を
わかりやすく解説したマニュアル本。付
録の C D - R O M を活用することによっ
て、現代ポートフォリオ理論に基づいた
ポートフォリオを自ら作成できるように
なっている。
難解な MPT を、グラフやイメージ図、
数値例を用いて平易に解説。実際の市場
が理論どおりにならない理由、実務での

根岸康夫著

2006.11刊

活用方法が身につきます。証券アナリス
Ａ５判・312ページ 定価3,470円（税込⑩）
ISBN978-4-322-10981-8 C2033
A

決算書スーパー分析

〈第3版〉
落合俊彦著

2006.９刊

ト検定の合格請負人が心血を注いだ「日
本一わかりやすい MPT 」。
初版（1993年刊）からのロングセラー
テキスト。新会社法の施行に対応し、拡
充改訂。与信担当者・アナリスト・コン
サルタントの必須スキルの基礎を「覚

Ａ５判・456ページ 定価3,520円（税込⑩）
ISBN978-4-322-10925-2 C2033
A

J-REIT 投資のすべて

え」、技法を「使いこなす」本。学習用
と同時に、実務の手元にも常備の一冊。
投資信託と不動産のもつメリットや税制
上の恩典等、長期保有・安定的利回り・
インフレヘッジに最適な商品として認知

森島義博・小林
2004.10刊

亨著

Ａ５判・上製・220ぺージ 定価2,750円（税込⑩）
ISBN978-4-322-10645-9 Ｃ2033
A

Excel＆VBAで学ぶ

ファイナンスの数理
木島正明・青沼君明著
2003.５刊

Ａ５判・264ページ 定価2,970円（税込⑩）
ISBN978-4-322-10407-3 C2033
A

されている J-REIT の商品性、また目論
見書などの投資判断情報の見方をわかり
やすく解説。
金融工学実務から選ばれた特に重要なテーマ
について、基本的な考え方や計算方法を
Excel を利用して解説。⑴標準的な解説、⑵
例題による具体的な説明、⑶演習による体
験、⑷章末問題により、理解を深められる。
演習の詳細な解説を収録した CD-ROM 付属。
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ファイナンス

運用難時代を切り拓く
オルタナティブ投資
大塚明生・神谷
2002.７刊

智著

Ａ５判・上製・220ページ 定価3,038円（税込⑩）
ISBN978-4-322-10292-5 C2033
A

先物市場のテクニカル分析
スタディガイド

ジョン・J・マーフィー著／日本興業銀行国際資金部訳
1998.12刊

Ａ５判・192ページ 定価2,640円（税込⑩）
ISBN978-4-322-16961-4 C3033
A

〈EXCELで学ぶファイナンス①〉

金融数学・確率統計
木島正明著

1995.12刊

Ａ５判・220ページ 定価2,456円（税込⑩）
ISBN978-4-322-22211-1 C2033
A

ジョン・J・マーフィー著／
日本興業銀行国際資金部訳
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札、オルタナティブ投資を用いた問題解
決型運用戦略の具体的内容について、コ
ンサルティング、マニュファクチャリン
グ、ディストリビューションの三つの機
能面から詳解。
あらゆる先物市場のテクニカル分析に必
要な知識・ノウハウ満載の好評ロングセ
ラー「先物市場のテクニカル分析」（当
会刊）のワークブック版。設問形式で、
チャート分析の基本を完全マスター。

リスク管理、商品開発、投資運用などの
業務に不可欠な高等数学をパソコンで簡
単に演習できる、金融マン待望のハイテ
ク実務指南書。難解な数式や確率変数な

先物市場のテクニカル分析

1990.５刊

超運用難時代における資産運用の切り

Ａ５判・上製・568ページ 定価5,019円（税込⑩）
ISBN978-4-322-21891-6 C3033
A

どの概念をスプレッドシートに展開して
わかりやすく解説。
基本理念、チャートの描き方をはじめ、
チャート・パターン、出来高と建玉、移
動平均、オシレーター、ポイント・アン
ド・フィギュア・チャート、エリオッ
ト・ウェーブ、サイクル理論等、チャー
ト分析に必要なノウハウをやさしく解説。

リスク管理

リスク管理
マネロン・テロ資金供与対策
キーワード100〈第3版〉
EYストラテジー・アンド・コンサルティング編著
2021.６刊

Ａ５判・156ページ 定価1,100円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13965-5 C2033
A

経済価値ベースの
保険 ERM の本質〈第2版〉
森本祐司・松平直之・植村信保著
2021.６刊

A5判・320ページ 定価3,300円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13858-0 C2033
A

〈KINZAI バリュー叢書〉

コンダクトリスク
東

2021年改正金融庁ガイドライン、FATF
相互審査の最新動向をふまえて大幅改
訂。金融機関で対応が求められる事項を
わかりやすく解説する。金融業務能力検
定「AML／CFT スタンダードコース」
対策の参考書としても最適。
保険会社の「価値」を理解するための基
本書、待望の第２版！会計の論理では見
えない保険会社の支払能力、収益力を正
しく評価するにはどうすればいいのか。
ファイナンスや保険数理を知らない人に
も理解できるようにわかりやすく解説。
不適切な販売勧誘、情報伝達、市場操
作、ハラスメント……役職員の行動（コ
ンダクト）に起因するリスクの顕在化に
どう対処すべきか？

浩著

2020.12刊

四六判・240ページ 定価2,090円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13841-2 C2033
A

非財務リスク管理の実務

３0年近く銀行で実

務に従事し、規制当局対応にも携わって
きた著者が重要ポイントを詳解！
非財務リスクをコンプライアンスリス

―リスク管理の「質」を高める―

ク、コンダクトリスク、サードパーティー

有限責任監査法人トーマツ著／
森 滋彦執筆者代表

る業務高度化推進リスク等に分類し、リ

2020.11刊

Ａ５判・216ページ 定価2,530円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13575-6 C2033
A

地域金融機関のための

リスク、サイバーリスク、AI 導入によ
スク管理現場で実際にどのようなアプ
ローチをとることが可能かの道筋を示す。
財務リスクに加えて、パンデミック等に

RAF 構築

よって地域顧客が被る損害を金融機関自

大野博堂編著／
池田雅史・田中公義・山本邦人著

別事情をふまえた「モディファイド

2020.６刊

Ａ５判・上製・136ページ 定価1,650円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13531-2 C2033
A

身のリスクとしてとらえる。自行庫の個
RAF（リスク・アペタイト・フレーム
ワーク）」構築の方法論を示す。
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リスク管理

あらましとQ&Aでわかる

ハラスメント法制についてあらましと50

ハラスメント対策

の Q&A で解説し、企業の人事担当者か

大橋さやか編著／
大下良仁・北川展子・澁谷展由・宗宮英恵著

ように対応したらよいかがわかる一冊！

2019.10刊

ら現場の管理者が、ハラスメントにどの

四六判・248ページ 定価1,980円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13486-5 C2032
C

価値と資本のマネジメント

金融機関の CFO や CRO、そのスタッフ

―金融機関の CFO、CRO のための手引き―
Thomas C. Wilson 著／玉村勝彦・加藤
2019.８刊

啓監訳

Ａ５判 1,048ページ 定価11,000円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12866-6 C2033
A

金融機関のAML 実務ガイド

はなく、価値創造の現場である。

者に向けて、事務管理やシステム構築の

与信管理入門［新版］

理を適正にマネジメントするノウハウを
凝縮した入門書の決定版が５年ぶりに全

一般社団法人与信管理協会編／
大川 治・大宮有史・菅野健一・鈴木龍介著

定価1,980円
（税込⑩）

ISBN978-4-322-13466-7

実効性を向上させるための考え方を整理。

企業間取引で発生する売掛金のリスク管

―実務に活かせる55のポイント―

C2032

面改訂。与信管理業務の全体像を、実務
の流れに沿って55のポイントに集約。
C

Q&A

司法書士業界で最も犯収法に詳しい筆者

司法書士のための犯罪収益移転
防止法と本人確認の実務
末光祐一著
2019.４刊

た大書。コーポレート部門は間接部門で

策）に取組む業務担当者やシステム担当

Ａ５判・276ページ 定価2,200円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13468-1 C2033
A

四六判・192ページ

ルに寄与する力を与えることを目的とし

ネー・ローンダリング／テロ資金供与対

藤井尚子・忍田伸彦著

2019.６刊

評価し、全社的な価値の増大とサバイバ

金融機関において A M L／C F T（マ

―リスク評価とシステム対応―

2019.６刊

に対し、自社の多様な業務実態を把握・

Ａ５判・上製・488ページ 定価6,160円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13457-5 C2032
C

中小企業の社内調査

による集大成の1冊！
司法書士業務に必要な犯収法の理解を助
け、実務対応にも役立つ。平成30年11月
の犯罪収益移転防止法施行規則等改正も
踏まえた決定版！
「社員が SNS に不適切な投稿をしたら」
「社員が通勤中に痴漢をして逮捕された
ら」など企業の業績や命運を左右しかね

弁護士法人ほくと総合法律事務所編著
2019.２刊
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Ａ５判・252ページ 定価2,750円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13435-3 C2032
A

ない不祥事を起こさないために、問題を
察知し、調査する企業の能力を向上させ
るための１冊。

リスク管理

【究解】信用リスク管理

“ポスト金融検査マニュアル時代”にお
ける信用リスク・リエンジニアリングを
【究解】する！信用リスク管理業務とそ

大久保

豊監修／尾藤

2018.11刊

剛著

Ａ５判・328ページ 定価3,300円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13406-3 C2033
A

定量的リスク管理の実務

―流動性リスク管理、FTP、リスク統合、スト
レステストの実践的手法―
ジミー・スコグランド／ウェイ・チェン著／
SAS Institute Japan Risk Management ソリューショングループ訳
2018.３刊

Ａ５判・上製・324ページ 定価3,960円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13049-2 C2033
A

xVA チャレンジ

―デリバティブ評価調整の実際―
Jon Gregory 著／
KPMG／あずさ監査法人金融事業部訳
2018.１刊

Ａ５判・上製・776ページ 定価8,800円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12888-8 C2033
A

〈KINZAI バリュー叢書〉

サイバーセキュリティマネジメント入門
鎌田敬介著／今泉宣親編集協力
2017.10刊

四六判・224ページ 定価1,760円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13215-1 C2033
A

アパートローンのリスク管理

の背景にある理論を理解するための数
学、統計学、確率論に関する必要最低限
の知識を整理。
銀行、ソフトウェア業界でリスク管理分
析手法の開発とリスク管理システムの導
入に携わってきた著者による、ALM お
よびファームワイドリスクの解説書。リ
スクモデルが実務上どのように適用され
ているか、豊富な事例を基に詳説。
xVA の概念と具体的な影響例、将来の
方向性等を包括的に解説。カウンター
パーティリスクの削減とコントロールを
目的とした店頭デリバティブ規制強化へ
の対応を迫られている金融機関とエンド
ユーザー待望の初邦訳版。
高まるサイバー攻撃のリスクに対して、
どのように備えればよいのか？防御側の
企業が取るべき行動、実際にサイバー攻
撃を受けてしまった後の対処など、経営
者や組織管理者が脅威を正しく認識し、
行動するための必須知識を解説。
アパートローン借入の動機とオーナーの
特性から建設後の物件・資金管理、金融
機関による担保評価まで幅広く解説。金

小野兵太郎・香月裕爾・野口咲也編著
2017.９刊

Ａ５判・216ページ 定価2,530円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13202-1 C2033
A

これからの内部通報システム

融行政が指摘するアパートローン留意点
についても言及。

「公益通報者保護法を踏まえた内部通報
制度の整備・運用に関する民間事業者向
けガイドライン」を詳細に解説。通報窓

中原健夫・結城大輔・横瀬大輝著
2017.７刊

Ａ５判・252ページ 定価2,860円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13090-4 C2032
A

口を受託している民間事業者や先進的企
業の取組も紹介し、これからの内部通報
システムの在り方を提言。
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リスク管理

スコアリングモデルの
基礎知識

―中小企業融資における見方・使い方―
尾木研三著

2017.５刊

Ａ５判・240ページ 定価2,640円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13083-6 C2032
C

地域金融機関の

資金運用とリスク管理

〈改訂版〉
平野吉伸著

2017.５刊

Ａ５判・652ページ 定価6,600円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13064-5 C2033
A

事業性評価のフレームワーク
山内基弘・土田

篤著

Ａ５判・128ページ 定価1,320円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13051-5 C2033
A

増補版

2016.9刊

四六判・364ページ 定価2,200円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12878-9 C2033
A

日本の金融リスク管理を変えた
10大事件
藤井健司著

2016.９刊

四六判・364ページ 定価2,200円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12896-3 C2033
A

〈第４版〉

2016.８刊
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キーワードに金融機関の第一線で活躍す
る著者がおくる、クレジットスコアリン
グモデルの新しい入門書。
初めて資金運用に携わる方、
専門人材育成
のテキストを求めている方、
ミドル部門の
リスク管理を担当する方、
資金運用部門
運用に悩む方の必読書！『地域金融機関
における資金運用の高度化』の姉妹書。
M&A や事業再生などコンサルティング
の現場で培ったビジネス・デュー・ディ
リジェンスの方法論を敷衍して、法人渉
外担当者が企業の事業性を見極めるため
の勘所を明示。実践的な目利き力向上策
について具体例を示しながら解説。

の増補版。旧版で取り上げた事件のその
後をフォローし、３つの「事件」を新た
に収録。姉妹本『日本の金融リスク管理
を変えた10大事件』と併読することで、
金融リスク管理の歴史を俯瞰する。
プラザ合意、BIS 規制、不良債権処理、
メガバンク誕生 etc…、すべてがリスク
管理の歴史を変えた。姉妹本『増補版
金融リスク管理を変えた10大事件＋Ｘ』

個人情報保護法と金融実務
浅井弘章著

必要な知識とは。“文系でもわかる”を

すべてを目撃してきた実務家が綴る待望

金融リスク管理を変えた
10大事件＋Ｘ
藤井健司著

わってしまうのか。新時代のバンカーに

の担当役員などマイナス金利下での資金

企業のリスクを可視化する

2017.３刊

AI（人工知能）は融資審査に取って代

と併読することで、金融リスク管理の歴
史を俯瞰する。
平成29年施行改正法に対応、10年ぶり待
望の改訂版。重要法令等（マイナンバー
法、犯収法 etc…）の新設・改正および
金融機関の実務対応を反映して詳説。金

Ａ５判・416ページ 定価3,520円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12872-7 C2032
A

融業務能力検定「個人情報保護オフィ
サー」参考書。

リスク管理

金融機関のための

サイバーセキュリティと BCP
の実務
大野博堂著
2016.８刊

Ａ５判・上製・188ページ 定価1,980円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12897-0 C2033
A

XVAモデルの理論と実務

サイバー攻撃、システム障害、大規模災
害……いつでも起こりうる危機に金融機
関はどう備え、顧客を守るためにどのよ
うに行動すればよいのか。BCP（事業
継続計画）を確実に実行するための策定
/ 訓練手順を詳説。
金融危機を契機にデリバティブに関する
取引慣行が大きく変化した状況下、金利
デリバティブ・プライシングにおけるカ

土屋

修著

2016.８刊

ウンター・パーティ・リスクの考慮は必
Ａ５判・236ページ 定価2,530円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12889-5 C2033
A

金融機関のための

マネー・ローンダリング対策 Q&A

〈第３版〉
廣渡

鉄著

2016.６刊

Ａ５判・360ページ 定価3,300円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12883-3 C2033
A

森本祐司監修／栗谷修輔・久田祥史著

Ａ５判・276ページ 定価3,025円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12695-2 C2033
A

“総点検”
スプレッドバンキング
大久保

豊著

2015.５刊

Ａ５判・420ページ 定価4,180円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12660-0 C2033
A

―金融危機で激変したデリバティブ取引環境への対応―
2014.９刊

犯罪収益移転防止法の改正（平成28年10
月施行）と、それに伴い改正された施行
令および施行規則に対応した好評の実務
業務に即して、実務上問題となる具体的
なケースを Q&A 形式で解説。
リーマンショック後の世界的な規制強
化、今後予想される金利上昇をにらみ、
市場・流動性リスク管理の本質に迫る。
リスク管理担当者はもちろん、経営層を
含め「自ら考えるリスク管理」を志向す
る金融機関役職員に最適。
現実に金利が上昇した場合の銀行の収益
構造は？

1999〜2013年の地銀データを

もとに「科学的管理会計」で預貸金の収
益性、近未来の A L M 運営を詳細に分

カウンターパーティー
リスクマネジメント〈第２版〉
富安弘毅著

読の１冊。

書、３年ぶりの改訂版。金融機関の各種

市場リスク・流動性リスクの
評価手法と態勢構築
2015.９刊

須となった。クオンツ、トレーダー等必

Ａ５判・上製・444ページ 定価4,620円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12578-8 C2033
A

析。名著『スプレッドバンキング』を
19年ぶりに全面改訂！
本邦初の CVA 解説書が、有担取引にお
ける OIS ディスカウントへのシフト、
VA 重視のプライシング、CCP への取引
移行、マージン規制など最新状況をふま
えて待望の大幅改訂。

47

リスク管理

入門 金融リスク資本と
統合リスク管理〈第2版〉
菅野正泰著

2014.４刊

ス・テストなど最新の内容をフォロー。
その基本概念、理論、実務を体系的かつ
平易に解説。統合リスク評価の計量面に

Ａ５判・316ページ 定価3,025円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12435-4 C2033
A

企業数理のすべて

―プランニングからリスクマネジメントへの応用―

ついても、個別リスクを合算するための
先進的手法などの重要テーマを詳説。
金融実務（信用リスク・市場リスク等）
全般はもちろん、事業会社の事業・経営
計画作成・立案に用いられる金融数学の
基礎について、基礎的例題や応用事例を

青沼君明著
2014.３刊

バーゼルⅢ、システミックリスク、ストレ

Ａ５判・上製・516ページ 定価5,170円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12400-2 C2033
B

気候変動リスクとどう向き合うか

交えて解説した待望の実務体系書。

適応を巡る国際的な動向、気候変動に関

―企業・行政・市民の賢い適応―

するリスク管理・リスク分析を中心とし

西岡秀三・植田和弘・森杉壽芳監修／
損害保険ジャパンほか編著

民の立場による実践面からの取組み等を

2014.３刊

Ａ５判・280ページ 定価3,080円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12424-8 C2033
A

〈KINZAI バリュー叢書〉

ゼロからわかる

金融リスク管理
森本祐司著

2014.２刊

四六判・228ページ 定価1,540円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12385-2 C2033
A

金融と保険の融合

―究極のリスクマネジメント―
可児

滋著

2013.８刊

た理論面のアプローチ、企業・行政・市
紹介。企業や金融機関の CSR 担当者、
気候変動に関する研究者等必読の書。
金融リスクの複雑さ、
管理の限界を理解す
るための入門書。
金融機関のリスク管理担
当者はもちろん、
若手職員、
学生、
一般企業
の読者にもわかるよう、
団体競技にたとえ
ての説明やコラムを交え解説。
とくに第６
章
「リスク管理の心構え」
は必読。
企業が財産的損害をリカバーして事業継
続・早期復旧を図る手段として急速に広
がりつつあるカタストロフィ・リスク・
ファイナンスおよび天候デリバティブに

Ａ５判・324ページ 定価2,860円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12356-2 C2033
A

最強のリスク管理

ついて、最新事例をまじえてわかりやす
く解説。
「リスクを知る」「リスクを避ける」「被
害を最小化する」を３つの柱として、現
場において多くのアドバイス経験を持

中島
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茂著

2013.７刊

つ、本分野の第一人者であり、好評著書
四六判・312ページ 定価1,540円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12354-8 C2032
C

も多数ある筆者が、「企業リスク管理」
の決定版として執筆した渾身の書。

リスク管理

ORSA：リスクと
ソルベンシーの自己評価
―保険会社におけるERM 態勢整備―
新日本有限責任監査法人編著
2013.６刊

Ａ５判・264ページ 定価2,860円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12347-0 C2033
A

〈KINZAI バリュー叢書〉

内部監査入門
日本金融監査協会編著
2013.５刊

四六判・192ページ 定価1,760円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12117-9 C2033
A

国債のすべて

―その実像と最新ALMによるリスクマネジメント―
三菱東京 UFJ 銀行円貨資金証券部著
2012.10刊

Ａ５判・上製・500ページ 定価4,400円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12133-9 C2033
B

これからのストレステスト
―金融危機に負けないリスク管理―
大山

Ａ５判・上製・380ページ 定価3,740円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12119-3 C2033
A

〈KINZAI バリュー叢書〉

金融リスク管理の現場
西口健二著

2011.11刊

四六判・236ページ 定価1,540円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11948-0 C2033
A

―VaRの理解と検証―

2010.５刊

価）について、その概要および今後の課
題等をわかりやすく解説。保険会社のリ
スク管理部門など、統合的なリスク管理
態勢の構築に必須の一冊。
日本金融監査協会（I F R A ）研修セミ
ナーの講師陣が、リスクベース監査を実
践するために理解しておくべき重要なポ
イントを丁寧に整理・詳解。リスク管理
態勢の構築、内部監査人の育成、専門的
能力の向上のための最適テキスト。
日本国債について、社会・経済・財政・
金融的な側面から体系的にまとめた実務
書。特に、リスクマネジメントに関して
は、ALM 手法を用いた手法について詳
解。

主要なリスクのストレステストを網羅
し、さらには全てのリスク・カテゴリー
にまたがる包括的なストレステストまで
スト」の解説書。適切にリスクを取り、
ショックに備えるために。
金融危機の前後から急拡大してきた新た
なリスクの把握方法について最近の発展
やバーゼルⅢ等の規制改革の動向を解
説。リスク管理が陥りがちな罠を明らか

リスク計量化入門
FFR ＋編著

ORSA（リスクとソルベンシーの自己評

示した本邦初、丸ごと一冊「ストレステ

剛編著

2012.６刊

保険監督者国際機構が実施を採択した

にして、ストレステストや BCP で本当
になすべきことは何かを実務的に詳説。
図解・イラストで理解する金融工学とリ
スクマネジメントの入門書。金融工学を
応用したリスク計量化技法のひとつであ
る VaR を題材に、図表、イラストを多

Ａ５判・204ページ 定価2,200円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11427-0 C2033
A

用することで、リスク計量化技術を経営
にどう生かすのかについて平易に解説。
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リスク管理
クレジット・アナリシス１

信用リスク分析―総論
山内直樹・森田隆大著
2010.３刊

Ａ５判・236ページ 定価2,640円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11547-5 C2033
A

オペレーショナル・リスク
管理高度化への挑戦
―最先端の実務と規制の全貌―

小林孝明・清水真一郎・西口健二・森永 聡編著
2009.４刊

信用リスク分析を体系的に網羅する実務
専門書シリーズの第１弾。信用リスク分
析の定量的なモデル・分析手法に過大依
存することなく、それらに対する判断能
力を高めるための基礎についてまとめた。

バーゼルⅡ導入以降、飛躍的な発展をみ
せたオペレーショナルリスク管理手法に
ついて、規制と実務の両面から全貌を解
説する。

Ａ５判・上製・316ページ 定価3,740円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11401-0 C2033
A

リスクマネジメントキーワード170

好評書籍「リスク管理キーワード100」
を６年ぶりに全面改訂。「金融商品取引
法」「バーゼルⅡ」「会計関連」など新規

東京リスクマネジャー懇談会編
2009.４刊

四六判・452ページ 定価3,080円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11399-0 C2033
A

EXCELで学ぶ

バーゼルⅡと信用リスク評価方法
青沼君明・市川伸子著
2008.６刊

Ａ５判・172ページ 定価2,640円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11220-7 C2033
A

企業 ALM の理論と実務

―金利・為替リスクのヘッジとデリバティブの活用―
佐藤

Ａ５判・上製・408ページ 定価4,620円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11024-1 C2033
A

〈体験デリバティブ〉

EXCELでわかる

市場・信用リスク管理
有浦義明著

1998.10刊
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ショナルリスク」についても実務上の論
点を追加。
バーゼルⅡで求められる信用リスクの計
量化に必要な基礎理論を、Excel で分析
可能な例題を用い、わかりやすく解説。
基礎理論を実際に適用する際の具体例に
ついても記述。実務で必要となるものに
フォーカスして解説した。
ALM（Asset Liability Management ）に
ついて、デリバティブの活用方法を中心
に解説。金利・為替リスクをヘッジする
ためのさまざまな手法やそれらを実践す

司著

2007.８刊

法令への対応はもちろん、「オペレー

Ａ５判・168ページ 定価3,520円（税込⑩）
ISBN978-4-322-16641-5 C2033
A

る手段たる各種デリバティブについて、
仕組みのみならず価格形成にまで論及。
市場・信用リスクの計量・管理手法を
E x c e l を活用しながらわかりやすく解
説。リスク管理における基礎知識から、
モンテカルロ・シミュレーション法やシ
ナリオ・シミュレーション法等を詳解。
シミュレーション CD-ROM 付き。

その他金融ビジネス

その他金融ビジネス
FP が知りたかった！

改正事項の最短整理

〈2022年度〉

一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能士センター編
2022.７刊

Ａ５判・約150ページ 定価1,320円（税込⑩）
ISBN978-4-322-14071-2 C2033
E

個人金融資産2000兆円
山は動くか
高田

創著

2022.５刊

Ａ５判・216ページ 定価1,980円（税込⑩）
ISBN978-4-322-14156-6 C2033
B

外貨建て生命保険の
コンプライアンス
弁護士法人ほくと総合法律事務所編

四六判・180ページ 定価2,200円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13597-8 C2032
C

マンガと会話でわかる

事例で学ぶ企業年金実務
りそな銀行 りそな年金研究所編
2022.３刊

Ａ５判・400ページ 定価2,200円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13984-6 C2033
A

すぐに使える

そうぞく対策と生命保険活用術

〈三訂版〉

明治安田生命保険相互会社 営業教育部編
2022.３刊

パクトに解説！さらに、FP に関係の深
い民法（相続関連）の改正部分を再整
理。幅広い視野と知識のブラッシュアッ
プが求められる FP のための１冊。
銀行に預金をしておけば資産形成ができ
た時代は終わった。預貯金一本足打法か
ら転換し、お金に働いてもらう必要があ
る。資産運用の重要性を理解し、「腹落

Q&A

2022.４刊

税制、年金・社会保険、医療・介護の
「毎年」かつ「重要な」改正事項をコン

Ａ５判・176ページ 定価1,540円（税込⑩）
ISBN978-4-322-14138-2 C2033
D

ち」させるための１冊。

外貨建て生命保険の特長や販売上の留意
点等を30問の Q&A で解説。募集人が為
替変動等の「外貨建て」のリスクを理解
した上で顧客に商品性を適切に説明する
ためのポイントを、弁護士と生命保険会
社のコンプライアンス担当者が解説。
企業年金の受託機関で起きた事例を会話
形式でわかりやすく紹介。第一線の専門
家が解説する問題解決へのヒントが盛り
だくさん。はじめて企業年金の事務運営
に携わる事業会社の担当者にも最適！
人事部門に必置の書。
生命保険の活用によるそうぞく（相続・
争族）対策の実用書！生命保険を活用し
た「そうぞく対策」について、実務経験豊
富な FP が、その勘所を、基礎知識だけ
でなく、事例も紹介しながら分かりやす
くひも解き、整理・解説する人気の一冊。
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その他金融ビジネス

印鑑の基礎知識

―知らないではすまされない―

〈改訂版〉

寺澤正孝監修／金融実務研究会著
2022.３刊

Ａ５判・156ページ 定価1,540円（税込⑩）
ISBN978-4-322-14039-2 C2032
B

図説

好評を博し版を重ねた同書の改訂版！公
的書類の脱ハンコが進んだものの、日本
では依然として印鑑の法的効力は高い。
本書は、最新の状況をふまえ、印鑑・署名・
記名押印の法律的な基本的知識を Q&A
方式でわかりやすく解説した入門書。
生保業務のポイント、経営環境の変化と

生命保険ビジネス〈第2版〉

経営戦略方向をわかりやすく図説。コロ

株式会社トムソンネット編／山本祥司・川野眞一
郎・松尾英樹・望月琢彦・岩本 堯・森川勝彦著

加速（特に認知症患者の増加）、医療

2022.２刊

Ａ５判・232ページ 定価2,200円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13956-3 C2033
A

高齢者との金融取引 Q&A

〈第2版〉

Ａ５判・352ページ 定価2,750円（税込⑩）
ISBN978-4-322-14003-3 C2032
A

スイス・プライベートバンクの
教科書
―新たなライフスタイルの実践―
井上雅之著

2021.12刊

Ａ５判・188ページ 定価2,530円（税込⑩）
ISBN978-4-322-14002-6 C2033
A

プライベート・エクイティと
ESG
日本バイアウト研究所編
2021.12刊

DX・保険 DX の進展、健康長寿ニーズ
の高まりに照準し大改訂。
65歳以上の高齢者数3617万人、認知症
有病者数602万〜631万人、成年後見制
度利用者数23万2287人。この現実に金

関沢正彦監修／両部美勝編著
2021.12刊

ナ禍、参入生保の多様化、少子高齢化の

Ａ５判・上製・344ページ 定価3,960円（税込⑩）
ISBN978-4-322-14012-5 C2033
B

保険業界2.0

融機関はどう向き合うのか？

高齢者取

引のコンプライアンスは金融機関の新常
識だ !!
成熟した金融業界の活路は富裕層向けビ
ジネスに！

顧客のライフスタイルさえ

もサポートするプライベートバンクの真
髄とは？

進化し続けるプライベートバ

ンクを、エドモン・ドゥ・ロスチャイル
ドなどで活躍した著者が解説。
日本において ESG に関する議論が進展
するなかで、プライベート・エクイティ・
ファンドの投資活動における ESG 要素
の考慮について論じた本邦初の専門書。
日本のバイアウト・ファンドの投資先企
業における ESG の推進事例も紹介。
「保険業界の未来予想図」。少子高齢化社
会、低金利環境、自然災害の増加、商品
開発競争の激化など、保険業界は冬の時

野口俊哉著

2021.12刊

52

代に突入した。アクチュアリーである筆
四六判・192ページ 定価1,650円（税込⑩）
ISBN978-4-322-14011-8 C2033
B

者が変革を余儀なくされる保険業界の動
向と今後のビジネスモデルを論じる。

その他金融ビジネス

図解で学ぶ

預金・貸付・為替の仕組みを詳説した

SE のための銀行三大業務入門

〈第3版〉
室

勝著

2021.12刊

Ａ５判・500ページ 定価4,180円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13995-2 C2033
A

―特定目的会社による資産の流動化―
渥美博夫・衞本豊樹監修／
高木秀文・木村勇人編著

Ａ５判・上製・804ページ 定価9,350円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13561-9 C2032
A

未払賃金立替払制度
実務ハンドブック〈第2版〉

野村剛司著／独立行政法人労働者健康安全機構賃
金援護部審査課協力
2021.11刊

為替の業務フローとメッセージ処理の仕
組みを図解で詳説。銀行システムの開

TMKの理論と実務〈改訂版〉

2021.11刊

SE 向け銀行業務入門書。預金・貸付・

Ａ５判・272ページ 定価3,300円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13999-0 C2032
C

日本の M&Aの歴史と未来

発・運用に携わる SE をはじめとした IT
技術者必携の１冊。
TMK（特定目的会社）による資産流動
化を Q&A 形式で解説した体系書、12年
ぶりの全面改訂！

旧版刊行以降の法改

正及び実務に対応し、新たに海外投資家
に関する記述を充実させ、設問を30問
追加！
「未払賃金立替払制度」の枠組みをこの
１冊で網羅。倒産処理実務に精通した弁
護士と労働者健康安全機構の実務担当者
の全面的な協力により実現した待望の最
新第２版。倒産処理実務に関わる弁護士
や社会保険労務士等関係者必携の書。
日本企業、そして日本経済にとっても重
要性を増す M&A について、その歴史を
振り返りつつ、現状と課題、今後の方向

一般社団法人金融財政事情研究会編著
2021.11刊

四六判・上製・272ページ 定価3,300円（税込⑩）
ISBN978-4-322-14006-4 C2033
B

やってみたらこんなにおトク！

税制優遇のおいしいいただき方

〈第3版〉

頼藤太希・高山一恵著
2021.11刊

Ｂ５変形・112ページ 定価550円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13997-6 C2033
B

M&Aは地域活性化のソリューション
―企業の価値を未来へつなぐ地域金融機関―

〈改訂版〉

株式会社日本 M&A センター編著／株式会社きんざい編
2021.11刊

Ｂ５判・上製・176ページ 定価1,650円（税込⑩）
ISBN978-4-322-14007-1 C2033
B

性を官民それぞれの第一人者が論じる
M&A 関係者必読の書。

税制優遇の三つの制度「ふるさと納税」
「個人型確定拠出年金」「NISA 」の使い
方をキチンとわかりやすくまとめた実用
書。「お金は増やしたい、でもソンもし
たくない」という人にピッタリの書。

三宅卓氏（株式会社日本 M&A センター
ホールディングス 代表取締役社長）と
一般社団法人金融財政事情研究会および
株式会社きんざいがホスト役を務め、金
融機関のトップとの鼎談をまとめた書。
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海外相続ガイドブック

プランニングおよび相続実務におけるQ&A66
〈三訂版〉
三輪壮一・住田哲也著／鈴木あかね・中田朋子監修
2021.10刊

図説

Ａ５判・228ページ 定価2,860円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13990-7 C2033
D

金融ビジネスナビ2022

社会人の常識・マナー編
株式会社インソース著
2021.８刊

図説

Ｂ５判・56ページ 定価880円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13974-7 C2033
B

金融ビジネスナビ2022

情報リテラシー向上編
2021.８刊

Ｂ５判・56ページ 定価880円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13975-4 C2033
B

金融ビジネスナビ2022

金融機関の仕事編
長塚孝子著

Ｂ５判・56ページ 定価880円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13976-1 C2033
B

金融再生請負人

―フィンテックバンカー奮闘記―

2021.８刊

四六判・224ページ 定価1,650円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13983-9 C0093
B

精選例題でわかる
株式取引ルール

株式会社東京証券取引所 IT 開発部編
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で分かりやすく解説。相続実務に携わる
金融機関担当者、専門家（弁護士・税理
士等）の実務書としても最適な一冊。
「あいさつ」「身だしなみ」「言葉使い」
などのビジネスマナーや、金融機関の職
員に求められるコンプライアンス感覚を
わかりやすく解説。金融業界への就職を
控えた内定者や、金融業界への就職を希
望する学生にとって最適な書。
金融機関の職員として必要な情報リテラ
シーに関するポイントを、雑誌風の見出
しやコラム、図表やイラストを多用する
の就職を控えた内定者や、金融業界への
就職を希望する学生にとって最適な書。
金融機関の果たす役割や、金融機関の３
大業務である「預金」「融資」「為替」の
基本について、ポイントを押さえてわか
た内定者や、金融業界への就職を希望す
る学生にとって最適な書。
「この銀行、生き残れますか？」星沢健
介（主人公）は、浜松の地方銀行「うみ
はま銀行」の若手行員。地銀再編の波の
中、DX 時代の地域金融のあり方を探る

東証公式ガイド

2021.４刊

おける問題点・解決策などを Q&A 形式

りやすく解説。金融業界への就職を控え

2021.８刊

山本貴之編著

を実務のプロが徹底解説！海外相続等に

ことで、わかりやすく解説。金融業界へ

福島良治編著

図説

海外相続の「こんなときどうすれば？」

Ａ５判・164ページ 定価1,650円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13591-6 C2033
A

全ての金融人に捧げる待望のライト感覚
ビジネスノベル。
株式売買システム（arrowhead ）におけ
る売買方式、特別気配等の価格変動抑制
機能にかかる挙動など、株式取引ルール
を例題を用いて解説。証券会社等の取引
参加者、システムベンダの担当者、投資
家等の市場利用者の必携書！

その他金融ビジネス

ゴローちゃん DC 担当になる

―確定拠出年金で時間を味方につける資産形成―
青山直子著

2021.４刊

Ａ５判・164ページ 定価1,320円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13954-9 C2033
B

―アフターコロナで変わる新・金融サービスとデジタル銀行―
2021.３刊

Ａ５判・216ページ 定価2,530円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13834-4 C2033
A

家庭の金銭学
リック・イーデルマン原著／
方波見 寧日本版編著
2021.３刊

Ａ５判・908ページ 定価3,300円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12557-3 C2033
A

Q&Aでわかる！

デジタル遺産の相続
笹川豪介・関原秀行・冨田雄介・関口彰正著
2021.２刊

おり、読み進めることで老後の資産形成
の仕方、投資に必要な知識、確定拠出年
金の仕組みを習得できる。将来の資産に

ブレグジット後の金融街シティと
チャレンジャーバンクの可能性
菅野泰夫著

本書は、ストーリー仕立てで構成されて

Ａ５判・116ページ 定価1,650円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13844-3 C2033
B

金融デジタライゼーションのすべて

不安をいだく若年社員、会社の DC（確
定拠出年金）担当者に必読の書。
ブレグジットを現地から克明にレポー
ト。アフター・コロナを見据え、グロー
バル金融の中心、シティに注目が集ま
る。これまで影響力をもった、シティが
どのように変貌するのか。世界で活躍す
るすべてのビジネスパーソンの必読書。
家計管理、資産形成、保険、不動産、社
会保険、税金、相続 etc を網羅。米国を
代表する独立系 FP の名著『The Truth
About Money 』に、日本の諸制度の適用
法を付加した、一家に一冊の“お金の常
備薬”。
被相続人が亡くなった場合、暗号資産な
どの「デジタル遺産」はどのように相続
されるのか。本書では、「デジタル遺産」
とは何かを定義し、その種類・サービス
ごとの相続手続とトラブルを未然に防ぐ
手法をわかりやすく解説する。
金融業の D X において主要テーマを網

―DXに臨む金融業界のテクノロジーと実践―

羅。サービス・業務の領域、デバイス、

株式会社日本総合研究所先端技術ラボ・
Ridgelinez 株式会社 FinancialServices 編著

類し、整理した。キーテクノロジーを事

2021.１刊

Ａ５判・256ページ 定価2,750円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13578-7 C2033
A

〈KINZAI バリュー叢書〉

金庫株の徹底活用術
都井清史著

2021.１刊

ソフトウェア、テクノロジーなどを細分
例とともに図表で詳説。さらに、トレン
ドをキーワードとともに解き明かす。
金融機関職員等に好評の研修を書籍化。
非公開会社における円満な相続・事業承
継の方途としての金庫株の活用術を学
ぶ。法・財・税務上の金庫株関連制度を

四六判・228ページ 定価1,815円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13832-0 C2033
A

フルに活用し、ライバルと一味違った提
案をしたい金融機関職員必読。
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基礎からわかる

医療施設の経営・財務管理

〈改訂版〉
石尾

肇著

2021.１刊

準にも対応し、収益性分析・機能性分析
の指標に新たな項目を追加。医療施設の
経営はこれからが正念場。より実践的な

Ａ５判・392ページ 定価3,630円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13837-5 C2033
A

IFAとは何者か

―アドバイザーとプラットフォーマーのすべて―
大原啓一・沼田優子・野尻哲史著
2020.12刊

大好評につき、改訂版！医療法人会計基

Ａ５判・236ページ 定価2,530円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13833-7 C2033
A

リース法務ハンドブック

経営が必要となる。医療施設の経営・財
務に携わるすべての人へ向けた必読書！
IFA のすべてが１冊に集約！

日本はも

ちろん、最先端をいく米国、進化し続け
る英国をそれぞれ詳説。各国の制度や資
格、主なプレイヤー、サービス内容と経
営実態、ビジネスモデル、業界動向と課
題など圧倒的な内容を体系的に整理。
多種多様な取引が含まれ様々な法的論点
が存在するリース取引について、50問の
Q & A で横断的に解説。巻末資料とし

有吉尚哉・原田伸彦編著
2020.11刊

Ａ５判・284ページ 定価2,970円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13579-4 C2032
A

金融機関職員のための

相続・遺言・遺言信託入門
横田卓也・山﨑悠士著
2020.11刊

Ａ５判・252ページ 定価2,750円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13584-8 C2032
A

表明保証保険の実務

―M&Aにおける新しいリスクマネジメント手法―
稲田行祐・高

2020.11刊

賢一著

Ａ５判・236ページ 定価2,750円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13595-4 C2032
A

安心ミライへの
「資産形成」ガイドブックQ&A
三井住友トラスト・資産のミライ研究所編著
2020.10刊
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Ａ５判・208ページ 定価1,540円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13546-6 C2033
A

て、契約書のサンプル、マネー・ローン
ダリング、経営者保証、災害発生時の対
応に関するガイドラインも収録。
相続・遺言業務の基本や実務について解
説したこれから相続・遺言業務に携わる
金融機関の職員にも最適な１冊。裁判例
のみならず実務的な観点を踏まえ、相続
手続き、遺言書、遺産整理業務や遺言信
託などについて Q&A 形式で解説する。
M&A における表明保証の基礎知識から
表明保証保険の具体的な内容に関する設
問、表明保証保険を用いた事例紹介、株
式譲渡契約書における表明保証条項およ
び補償条項、和文および英文の表明保証
保険契約書等のサンプルを収録。
安心できるミライのために、いま何がで
きるのか。世代別「資産形成に関する特
徴」をデータから示し、資産形成への考
え方、金融リテラシーなど、資産形成に
関する基本情報を網羅。人生100年時代
における資産形成の航海図を示す。
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富裕層・経営者営業大全

新世代の資産アドバイザーに求められる
「４つの資本」への支援とは？ 「４つの
資本」を支援し顧客の資産最大化を目指

株式会社 ZUU 編著／冨田和成監修
2020.８刊

Ａ５判・192ページ 定価1,870円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13477-3 C2033
A

金融資本市場と公共政策
―進化するテクノロジーとガバナンス―
神作裕之・小野
2020.６刊

傑・湯山智教編著

四六判・416ページ 定価2,860円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13543-5 C2033
A

決済サービスと
キャッシュレス社会の本質
宮居雅宣著

2020.６刊

四六判・384ページ 定価2,750円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13552-7 C2033
A

黒田尚子・川勝弘之・鬼頭哲也編著／
佐々木光信監修

Ａ５判・248ページ 定価2,200円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13536-7 C0033
A

不動産証券化商品への
投資とそのリスク
Ａ５判・上製・472ページ 定価4,950円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13535-0 C2033
B

事例でわかる！

食と農のマーケティング入門
―商品開発から販路開拓まで
松田恭子監修

2020.４刊

FinTech はどのように進展するのか。イ
ノベーションの進展、コーポレートガバ
ナンス改革を経て、金融資本市場が向か
う先とは。第一線で活躍する豪華ゲスト
講師陣が多様なテーマに挑む、東京大学
大学院の人気講義を書籍化。
決済サービスの仕組み、成り立ち、社会
に与える影響を徹底的に解説。安全・安
心な社会の実現にキャッシュレスはどの
シュレスの現実と未来を冷静に、正確に
見通せる！
がん・脳卒中・心疾患になったとき、お
金と生活はどうなる？

三大疾病経験者

が自らの体験をもとに伝える、お金と生
活の悩みを解決するためのヒント集。病
気とともに生きる方のライフプランニン
グをサポートするために。
不動産証券化商品への投資に潜むリスク
を網羅的に解説。証券化商品への投資
は、事業者・事業体に対するコーポレー
トファイナンスと本質的には変わらず、

三國仁司著
2020.４刊

富裕層・経営者への資産アドバイ

スに特化した営業スキルを解説。

ように寄与するのか。この一冊でキャッ

三大疾病ライフプランニング
ハンドブック
2020.４刊

す！

B５判・184ページ 定価3,520円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13526-8 C0034
F

正確なリスク認識と慎重な投資判断が不
可欠と警鐘を鳴らす、注目の書。
食と農、フードビジネスに取り組む農林
水産業者等が商品・サービスを提供しよ
うとする場合に必要となる実践的な知識
や手順が学べる書。豊富な事例ととも
に、地域のフードビジネスの発展を支援
する金融機関の取組みも紹介。
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コモディティハンドブック

【石油・ゴム編】
〈第２版〉
日本商品先物取引協会著
2020.３刊

A５判・132ページ 定価1,540円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12846-8 C2033
A

米国はいかに国民の退職後を
支援しているか
ピーターJ. ブレイディ著／一般社団法人投資信
託協会・Investment Company Institute 訳
2020.１刊

A５判・312ページ 定価3,520円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13456-8 C2033
A

〈KINZAI バリュー叢書〉

弁護士が語る

中国ビジネスの勘所
金藤

力著

2020.１刊

四六判・264ページ 定価2,090円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13517-6 C2033
A

キャッシュレス・イノベーション
―決済手段の進化と海外事情―
財務省財務総合政策研究所編
2019.12刊

四六判・324ページ 定価2,750円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13493-3 C2033
A

キャッシュレス進化論

―世界が教えてくれたキャッシュレス社会の道しるべ―
安留義孝著

2019.12刊

Ａ５判・216ページ 定価1,980円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13516-9 C2033
G

相続ビジネスと相続税法
田中耕司・長嶋
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情報等を取りまとめたハンドブック。石
油・ゴム編では、石油・ゴムの歴史、石
油製品・ゴム商品の特性、価格変動要
因、需給、情報ソース、取引要綱などを
わかりやすく解説する。
米国民が享受する社会保障制度としての
公的基礎年金と、勤労者のための私的退
職年金制度（401（k ）
・IRA ）の恩典を、
一体的に分析したチャレンジングな調査
報告書の全訳版。資産形成制度を考察し
ていくうえで示唆に富む１冊！
ビジネスの現場で出会う、中国と日本の
違いとは？

法務のみならず幅広い分野

でさまざまな企業の中国案件に携わる著
者が、中国現地での自身の経験に即して
中国の実情を語る！

多様化する支払手段の現状を分析、
キャッシュレス化に向けた政策的課題を
明らかにし、日本の進むべき方向を考察
する。財務総研「デジタル時代のイノ
ベーションに関する研究会」の成果を完
全書籍化！
世界20カ国のキャッシュレス事情を見聞
した筆者が、人々の価値観や生活様態の
変化、社会インフラの変化、そして新し
い小売りの形（ニューリテール）に歩調

銀行員のための

2019.12刊

商品の需給や価格の変動要因等に関する

隆・豊田美樹・宮地博子著

Ａ５判・200ページ 定価1,760円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13491-9 C2033
A

を合わせて進んできた諸外国のキャッ
シュレス化の実態を紹介。
金融機関の窓口・営業担当者が信託の専
門部隊にお客様をつなぐために、最低限
必要な相続税に関する知識を伝えること
を目的とし、窓口・営業担当者はお客様
から何を聞かなければいけないか、専門
家が勘違いしやすい点も解説する。

その他金融ビジネス

投資信託の法務と実務

〈第５版〉

Ａ５判・上製・716ページ 定価7,700円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13453-7 C2032
A

図解で学ぶ
〈第２版〉

株式会社シーエーシー 金融ビジネスユニット著

Ａ５判・216ページ 定価2,420円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13478-0 C2033
A

サステナブルファイナンスの時代
―ESG/SDGsと債券市場―

水口 剛編著／野村資本市場研究所「ESG 債市
場の持続的発展に関する研究会」
2019.６刊

Ａ５判・256ページ 定価1,540円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13465-0 C2033
A

ベンチャーキャピタルファンド契約の
実務―新契約例と時価評価の解説―
一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会・弁護士法
人大江橋法律事務所・EY 新日本有限責任監査法人編著
2019.６刊

Ａ５判・196ページ 定価2,750円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13443-8 C2032
A

図解で学ぶ

勝著

2019.４刊

Ａ５判・360ページ 定価3,080円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13446-9 C2033
A

預り資産業務の真髄
2019.３刊

託振替制度の実務まで詳説する。

るための企業年金制度の仕組みを平易に
解説。適格退職年金の廃止、個人型確定
拠出年金（iDeCo ）制度の開始など、年
金制度を取り巻く環境の変化をふまえ、
10年ぶりに改訂。
ESG／SDGs 債の概念、その発行・流通
を支えるインフラを概観するとともに、
内外の発行実績の詳細な分析を通じ、プ
ライシングの実際やストラクチャーを解
明、将来に向けた課題を示す。発行体企
業、金融機関等の関係者必読の書。
経済産業省が公表した「投資事業有限責
任組合契約（例）及びその解説」の内容
を詳説し、投資事業有限責任組合契約を
用いたベンチャーキャピタルファンドの
契約実務に必要になる関係法令、会計制
度、税制、実務慣行等、幅広く紹介。

み、各種有価証券の清算と決済の流れな
ど、証券業務のすべてをシステムの視点
から学ぶ。証券システム構築に携わるシ

〈KINZAI バリュー叢書〉

岡下和美著

化への対応に加え、リスク管理や投資信

債券・株式・投資信託の基本的な仕組

SE のための証券業務入門
室

コードの導入等、投資信託をとりまく変

「超高齢社会」「人生100年時代」に備え

SE のための企業年金入門
2019.10刊

内外の金融規制改革、投信法改正、コーポ
レートガバナンス・スチュワードシップ

野村アセットマネジメント株式会社編著
2019.10刊

投資信託のバイブル、11年ぶりの改訂。

ステムエンジニアの方をはじめ、これか
ら証券業務に携わる方にお薦めの一冊。
お客さまを知るとはどういうことか？メ
ガバンク、地域金融機関、投信運用会社
において個人取引一筋の道を歩み、「匠」
「天賦の才」をうたわれた伝説のバン

四六判・208ページ 定価1,650円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13298-4 C2033
A

カーが「不易流行」の「真髄」を説く！

59

その他金融ビジネス

【改訂版】相続事業承継ビジネスに携わ

る方のための営業トーク集100＋α

大場昌晴著

2019.１刊

Ａ５判・232ページ 定価2,200円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13433-9 C2033
D

四六判・190ページ 定価1,650円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13424-7 C2033
B

相続・承継ビジネスを学びたい方必見。

な役割を果たすべきなのか、地域金融機
関と M&A 専業機関との協働によって何
押さえておくべきポイント、M&A を手
掛ける際に潜むリスクについて解説。
「認定医療法人の納税猶予・免除制度」

相続・事業承継・M&A 決定版

〈第2版〉

上條佳生留著／税理士法人ブレインパートナー編

Ａ５判・272ページ 定価2,750円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13439-1 C2033
B

Q&Aで理解する 中堅・中小企業

向け M&A 実務の基礎

三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社
コーポレートアドバイザリー部著
2018.10刊

理士、司法書士、不動産鑑定士、FP 等、

が実現できるのか、M&A 成功のために

院長先生の

2019.１刊

既存のテーマも最新の制度に対応。銀

地域金融機関が M&A においてどのよう

収益確保と顧客本位の M&A
2019.１刊

人気書籍が、事例を追加して再び登場。
行、信用金庫、保険会社、証券会社、税

協働で実現

鈴木安夫著

相続・事業承継ビジネスを成功に導く大

Ａ５判・256ページ 定価2,200円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13299-1 C2033
A

平安保険グループの衝撃

「医療機関の事業承継・M&A 」「新制度
医療法人への移行」などを大幅に加筆し
た待望の改訂版。医業関係者の相続・事
業承継の問題解決について、医業特化の
会計事務所がわかりやすく解説。
中堅・中小企業の M&A 担当者（経営者、
実務担当者）に向けて、M&A の実施に
向けた準備から実行、相手企業のバリュ
エーション（価値評価）、案件の種類、
M&A 後の経営統合プロセスまで、75の
Q&A でわかりやすく解説。
中国の金融コングロマリット、平安保険

―顧客志向 NPS 経営のベストプラクティス―

が実践する「顧客本位の業務運営」の真

ジャーイン・シュ、チャン・ホン著
株式会社ビービット訳・監修

愛着度合いを NPS（ネット・プロモー

2018.８刊

四六判・204ページ 定価1,980円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13290-8 C2033
A

しんきんファミリーにおける

事業承継・M&A 事例集
―信用金庫の地方創生戦略―
飯塚仁康著／鈴木安夫監修
2018.８刊
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四六判・208ページ 定価1,980円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13252-6 C2033
A

髄。顧客の自社製品・サービスに対する
タ・スコア）という点数で示す手法を実
践してきた企業の姿を具体的に解説。
「事業承継・M&A を業務を通じて中小企
業の存続と発展に貢献し、雇用の維持と
豊かな地域社会を創造する」。信用金庫
との事業承継・M&A 事例を基にした６
つのストーリーを通じ、事業承継・
M&A 支援業務のポイントを学ぶ。
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金融とITの政策学

金融庁、日銀、スタートアップ、弁護士

―東京大学で学ぶ FinTech・社会・未来―
神作裕之・小野
2018.７刊

Ａ５判・468ページ 定価3,300円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13267-0 C2033
A

図説 損害保険ビジネス
〈第3版〉
2018.５刊

こで生き残るために、新種保険を中心と

洋著

ジェフリー・カデット著／
Post Merger Integration 研究会訳

Ａ５判・上製・296ページ 定価3,850円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12874-1 C2033
A

ベーシック
金融実務用語集〈改訂版〉
2018.３刊

羅する一冊。

損保業界に地殻変動期突入を警告し、こ

Ａ５判・244ページ 定価2,200円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13234-2 C2033
A

両部美勝・井下祐忠・堀

題など、FinTech を取り巻くテーマを網

累計１万部超のロングセラー第３版は、

国際税務プランニングの
すべて
2018.４刊

講師を務めた東大の人気講義を書籍化。
最新動向、公共政策的・法学的論点と課

傑・湯山智教編

株式会社トムソンネット編／
鈴木 治・岩本 堯・小島修矢・川上

など FinTech に最先端で関わる有識者が

弘監修

Ａ５判・240ページ 定価1,980円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13250-2 C2033
F

民法改正と不動産取引

した新成長戦略と、それを支えるインフ
ラ整備・人材育成、代理店の大型化・プ
ロフェッショナル化等を大胆に提言。
税引後利益を意識したクロスボーダー資
本戦略の要諦。日本企業の M&A、米系
多国籍企業のアジア資本戦略展開等にお
いて理解すべき実務知識と留意点を詳
説。米ロースクール人気テキストの完訳
＋本邦からみた最新税務に関する注釈付。
はじめて金融実務に携わる金融機関の行
職員向けに金融実務で頻出の用語を収
録・解説した用語集。収録用語数は約
1,200語にのぼり、金融・経済の周辺用
語まで網羅。

民法改正で不動産取引（売買・賃貸借）
がどのような影響を受けるかを「今の法
律ではどうなっているか」「改正される

吉田修平著

2017.12刊

とどのようにかわるか」に分けて解説。
Ａ５判・184ページ 定価1,650円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13224-3 C2032
A

金融機関行職員のための

預金相続事務手続活用マニュアル

〈第2版〉
桜井達也著

2017.12刊

現行法・改正法・関連条文・解説の４段
表付き。
相続事務手続の“取扱説明書（トリセ
ツ）”待望の改訂版。預貯金が遺産分割
協議の対象になるとの判例変更と法定相
続情報証明制度の解説が加わり、より充

Ａ５判・292ページ 定価3,080円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13220-5 C2032
A

実した内容に。難解な「戸籍謄本の見
方」が図解でわかる練習問題付き。
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文系のための

フィンテック大全
可児

ブロックチェーン、IoT、AI とディープ
ラーニング、サイバーセキュリティ。言
葉は聞いたことがあっても、その本質を
理解するのは難しいキーワードについ

滋著

2017.７刊

Ａ５判・524ページ 定価3,960円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13077-5 C2033
A

進化する確定拠出年金

て、理数系の知識やプログラミングの経
験がない読者に向けて平易に解説。
確定拠出年金は「国民」的な制度になっ
た。本書は「日本で生活するすべての
人」のための確定拠出年金の教科書とな
ることを目指している。個人投資家だけ

野村亜紀子著

2017.５刊

Ａ５判・160ページ 定価1,760円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13079-9 C2033
A

Fintech の
ビジネス戦略と法務

渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 Fintech チーム・
松田克信・新倉理人・髙橋 淳編著
2017.5刊

Ａ５判・408ページ 定価3,080円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13076-8 C2033
A

SE のための

ではなく、企業年金を運営する人事・総
務担当者にとっても必読の書。
Fintech の各種ビジネスについて検討し、
サービスの多様化・進化による金融機関
経営の変化や、平成29年銀行法改正案・
平成28年銀行法・資金決済法・割賦販売
法の改正等の最新法務をふまえたプラク
ティカルガイド。
金融を動かすシステムの目的と仕組みを

金融実務キーワード事典

この1冊ですべて理解。預金、貸付、為

一般社団法人金融財政事情研究会編／
室 勝編著

本業務を詳説。さらに、FinTech、マイ

2017.３刊

Ａ５判・1,016ページ 定価8,800円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13046-1 C2033
A

デリバティブ取引の法務

〈第5版〉
福島良治著
2017.３刊

Ａ５判・上製・388ページ 定価3,850円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13043-0 C2033
A

価値の探究者たち
Ronald W.Chan 著／
山本御稔・小林真知子訳
2017.１刊
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Ａ５判・上製・304ページ 定価2,750円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13026-3 C2033
A

替、デリバティブなど SE 必知の銀行基
ナンバー、NISA など、金融パーソンが
知っておきたい用語を網羅。
重要判例、金商法・監督指針の改正等に
よる行為規制強化、バーゼルの自己資本
比率規制等、実務上の広範な論点を整
理・詳説した、デリバティブ取引関係者
の必携書。取引環境の変化を完全フォ
ローした９年ぶり待望の改題新版。
世界のバリュー投資家12人へのインタ
ビューを通じ、人はなぜバリュー投資家
になるのかを考察。業界の尊敬を集める
投資家たちのライフストーリーととも
に、卓越したパフォーマンスの秘密が明
らかにされる。

その他金融ビジネス

キャッシュレスで「消費」
と
「地方」を元気にする
経済産業省 商務流通保安グループ
消費経済政策課編著
2016.12刊

商取引・

Ａ５判・296ページ 定価2,750円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13050-8 C2033
G

コモディティハンドブック

【農産物編】
〈第２版〉
日本商品先物取引協会著
2016.12刊

Ａ５判・132ページ 定価1,540円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12847-5 C2033
A

金融窓口・渉外べからず集

〈改訂増補版〉
細田恵子著

2016.11刊

Ａ５判・176ページ 定価1,980円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13030-0 C2033
A

お金のデザイン編著

新版

化”。地方創生を目指すインバウンド消
費の取込み策、決済データを活用した消
費喚起策。官と民が力を合わせて解説し
たキャッシュレス化が求められる理由と
その効用。
商品の需給や価格の変動要因等に関する
情報等を取りまとめたハンドブック。大
豆、とうもろこし、小豆、コメ、砂糖、
コーヒー生豆について、その歴史、商品
特性、価格変動要因・需給、世界市場の
概要をわかりやすく解説する。
犯収法など最新の法改正に対応したロン
グセラーの改訂増補版。金融機関の窓
口・渉外担当者が「つい（無意識に）
いってしまう」「つい（無意識に）して

ロボアドバイザーの
資産運用革命
2016.11刊

日本再興の切り札“キャッシュレス

四六判・188ページ 定価1,650円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13022-5 C2033
A

ゼロから学ぶ！

しまう」過ちの事例を約90取り上げ、ど
のようにすべきかをやさしく指南。
テクノロジーの力で資産運用はもっと自
由になる！人口減少・超高齢社会に突入
した日本で、お金の価値を損なわないた
めにはどうすればよいのか。FinTech の
トップランナーが語る、挑戦の軌跡とこ
れからの資産運用のあり方。
就職、保険の加入、結婚・子どもの誕

ファイナンシャル・プランニング講座

生、住宅取得、老後の準備など、ライフ

山田和利監修／
きんざい ファイナンシャル・プランナーズ・センター編著

ニングの手法を解説する。ライフイベン

2016.10刊

Ａ５判・192ページ 定価1,540円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13029-4 C2033
D

市場系パッケージ選定のため
の知識と実務
島

友美著

2016.９刊

プランごとにファイナンシャル・プラン
ト表やキャッシュフロー表の作成方法、
FP の仕事についても説明。
市場系パッケージが現在の形態に至った
歴史的背景を踏まえながら、市場系業
務・システムの概要、商品別のチェック
ポイント、関連規制や今後の動向をわか

Ａ５判・296ページ 定価2,970円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13005-8 C2033
A

りやすく解説。市場系パッケージ導入・
運用等に係る担当者に最適、無二の書。
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高齢のお客さま応対のための

お客さまの印象・評価は、高齢のお客さ

金融窓口べからず集

まへの応対で決まる！営業店での CS 向

細田恵子著／
香月裕爾監修

イナス金利、NISA、障害者差別解消法

2016.８刊

Ａ５判・200ページ 定価1,980円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12890-1 C2033
A

損害保険の法務と実務

〈第２版〉

Ａ５判・上製・652ページ 定価7,150円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12879-6 C2032
A

コモディティハンドブック

【貴金属編】
〈第２版〉
日本商品先物取引協会著
2016.７刊

Ａ５判・136ページ 定価1,540円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12848-2 C2033
A

生命保険の法務と実務

〈第3版〉

た、窓口業務に必携の一冊。
損害保険ビジネスをいかに進めていくか
という観点から、「保険募集の基本的
員の教育・管理等に関する「保険募集人
に対する規制の整備（体制整備義務）」
を柱とする保険業法の改正を中心に改訂。
商品の需給や価格の変動要因等に関する
情報等を取りまとめた、日本商品先物取
引協会の編集によるハンドブック。金、
銀、白金、パラジウムについて、その歴
史、商品特性、価格変動要因・需給、世
界市場の概要をわかりやすく解説する。
生命保険の定本、５年ぶりにリニューア
ル。平成28年５月29日に施行された改正
保険業法（情報提供義務・意向把握義務

日本生命保険 生命保険研究会編著
2016.５刊

など最新の政策動向・制度改正に対応し

ルール創設」、保険代理店における従業

東京海上日動火災保険株式会社編著
2016.７刊

上施策を50のケーススタディで解説。マ

Ａ５判・上製・704ページ 定価7,700円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12689-1 C2032
A

上場会社オーナーのための

などの保険募集に係る基本的ルールの創
設、代理店などの保険募集人に対する体
制整備義務の導入）に完全対応。
上場会社、上場を目指す会社への「資産

資産管理実務

保全・管理・承継・実行」の課題解決型

小谷野幹雄監修／
小谷野公認会計士事務所編著

税制改正が加速するなか、実務上の留意

2016.４刊

Ａ５判・544ページ 定価5,500円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12438-5 C2033
D

もうヤダこんな後輩！

先輩のための後輩トリセツ
長塚孝子著

2016.２刊

64

提案にこの１冊。会社を取り巻く法律・
点、相続・事業承継対策などを『事例→
解決策→解説』の流れで詳解。
リーダーたちのホンネの悩みを事例にし
て、「どうして後輩はそういう言動をし
たのか」「どうやって後輩とコミュニ
ケーションをとったらいいのか」を考え

四六判・280ページ 定価1,650円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12573-3 C2033
B

る。後輩指導に悩んだ経験がある著者な
らではの役立つアドバイスが満載。
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人生の引継ぎを考える方に

定年退職するまでにいくら貯めれば安

アドバイスしたい70のこと〈第２版〉

心？

きんざい ファイナンシャル・プランナーズ・センター編／
山田静江編集代表・著

の心配ごとは広い範囲に及ぶ。金融機関

2015.４刊

Ｂ５判・164ページ 定価1,760円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12679-2 C2033
D

〈KINZAI バリュー叢書〉

決済から金融を考える
木下信行著

2015.４刊

医療・介護費用はいくらかかる？

退職後、人生の引継ぎを考えはじめる方
職員などを対象に、お客さまに対するア
ドバイスを Q&A 方式で紹介。
日本銀行で決済システムの企画立案に携
わってきた筆者が、決済を出発点として
銀行と金融市場の機能を整理し、金融シ
ステムの将来を考察する。決済が果たす

四六判・204ページ 定価1,760円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12674-7 C2033
A

地域金融機関の保険業務

機能の基本的な整理から、将来への問題
意識までわかりやすく解説。
保険窓販・代理店募集に携わる地域金融
機関必読。信用金庫、信用組合、地方銀
行などの保険業務の全体像と取り扱う保

鈴木仁史・藤本和也著
2015.３刊

Ａ５判・160ページ 定価1,760円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12408-8 C2032
A

終活のリアル

―どうしてあの人はエンディングノートを書くのか―
NPO 法人ら・し・さ著
2015.３刊

四六判・248ページ 定価1,815円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12635-8 C2033
A

ハイタニがこっそり教える

目からウロコの不動産・相続対策

〈改訂版〉

灰谷健司編著

2015.２刊

険商品の類型と特徴をコンパクトに解
説。保険窓販・代理店募集にまつわるト
ラブルと反社会的勢力対応を分析。
資産、相続、後見、医療・介護、葬儀な
どをテーマに、終活にまつわる45のト
ラブル＆ちょっといい話を枕に、エン
ディングノートを書くことの意味や考え
方をわかりやすく伝える。シニア層やそ
のご家族にお勧めの一冊。
不動産・相続対策の提案にこの１冊！
不動産・相続対策の分野の第一人者が、
ますますニーズが高まる案件相談に必須
の知識と知恵を伝授。旧版は2009年12

Ａ５判・240ページ 定価1,540円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12616-7 C2033
D

CS のための金融実務必携

―高齢者・相続・未成年・養子・外国人・離婚―
一般社団法人金融財政事情研究会編

2015.１刊 Ａ５判・上製・1,116ページ 定価8,800円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12622-8 C2033
A

月刊行。

どんなお客さまにも自信をもって対応で
きる実務知識が満載！

営業店や外訪時

に実際に起こるケースをとりあげ、実務
対応のポイントを解説。営業店の窓口担
当、渉外担当から本部セクションまで幅
広く活用できる１冊。
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確定拠出年金
ベストアンサー100
みずほ銀行年金営業部編
2014.10刊

Ａ５判・328ページ 定価1,760円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12611-2 C2033
D

FPドクターEGUCHI が教える

中小企業の事業承継実務 AtoZ

〈第2版〉
江口

輝著

2014.９刊

2014.８刊

Ａ５判・176ページ 定価1,980円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12615-0 C2033
D

Ａ５判・192ページ 定価2,200円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12440-8 C2033
D

労働・社会保険＆助成金活用ガイドブック
2014.６刊

拠出年金の将来像など、幅広くわかりや
すく解説。確定拠出年金に加入している
人やこれから加入する人、企業の確定拠
出年金の担当者に最適な一冊。
事業承継の分野の第一人者である著者
が、顧客の悩みを解決し、取引深耕につ
なげるノウハウやポイントを徹底解説。
る。事業承継に関連する主要項目に絞っ
て掲載。
2025年、５人に１人が75歳以上となる
超高齢化社会へ突入し、社会保障費も
150兆円に及ぶ。そうした状況を前に、
本書は日本の医療・介護政策の変遷と保

「相談される金融マン」
になるための

鈴木邦彦著

グから資産運用、各国の年金制度、確定

事例を詳しく紹介することで理解が深ま

2025年における
民間保険の役割り
村上賢二著

年金制度や各種手続、ライフプランニン

険の商品性を結びつけ、“これから”の
民間保険の役割を解説する。
中小企業の経営改善・体質強化の支援に
つながるコンサルティングができる、顧
客から「相談される金融マン」を養成す
る。豊富なトーク例で「顧客を訪問して

Ａ５判・200ページ 定価1,980円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12432-3 C2033
D

知らないではすまされない

も何を話してよいかわからない」という
金融マンの悩みを解決。
実際に起きた問題をベースとした21の

インターネット利用の心得ケーススタディ

ケーススタディで、インターネット法務

鳥飼重和監修／
香西駿一郎・神田芳明・深澤諭史執筆

インターネット上の思わぬトラブルから

2014.６刊

Ａ５判・168ページ 定価1,650円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12571-9 C2032
F

定年楽園

に精通した弁護士がわかりやすく解説。
身を守るための社会人必読の１冊。
※同一の内容を通信講座テキストに使用しています。

高齢化が進む社会において、誰もが直面
し不安が尽きない定年退職後の生活。そ
の準備と心掛け、定年後の働き方などシ

大江英樹著

2014.５刊
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ニア起業家として活躍する著者自らの経
四六判・324ページ 定価1,540円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12572-6 C0095
D

験と知恵を語る。理想の居場所「定年楽
園」を求めるすべての人に贈る一冊。

その他金融ビジネス

融資担当者が知っておきたい

不動産の基礎知識と評価手法
小野兵太郎著

2014.５刊

不動産の売却・回収等の提案を行うにあ
たって前提となる、不動産の証券化、事
業用不動産の取扱いといった不動産の収
益構造を把握するための基礎知識、不動

Ａ５判・372ページ 定価3,740円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12436-1 C2033
A

Q&A

産の経済価値判定のための評価手法を、
事例を交えてわかりやすく解説。
インターネットバンキングの法務対策

インターネットバンキング
岩田合同法律事務所編／
本村 健・鈴木正人・政本裕哉・大櫛健一編著
2014.３刊

Ａ５判・260ページ 定価2,750円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12419-4 C2032
A

図説

50問50答。ネットバンキング実務を
「口座開設」「預金口座管理」「振込み・
為替」「融資」「登録金融機関業務・保険
業務」「犯収法対応」「監督・検査対応」
に分け、重要なテーマ別に説明。
自由化のさらなる進展や、重要性が高ま

損害保険代理店ビジネスの新潮流
株式会社トムソンネット編／鈴木 治・岩本 堯著
2013.５刊

Ａ５判・252ページ 定価2,200円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12196-4 C2033
A

女子にあまったお金はない
―なっちゃん、涙の配属日記―
青山直子著
2013.２刊

るリスクマネジメント対応など変革を迎
える損害保険代理店の新たなビジネスモ
デルの潮流について、歴史、海外事情、
先進的な代理店への取材を踏まえ、図や
グラフを駆使し、わかりやすく解説。
資産形成層への投資推進をライトな小説
形式で解説。複利の効果、72の法則と
いった資産運用の用語、投信の歴史、行
動ファイナンス等、投信販売に必要な基

Ｂ６判変形・276ページ 定価1,430円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12194-0 C2030
B

いざという時に困らない

シニア法律相談

―介護・後見人・相続・贈与―
髙岡信男・彦坂浩一・古笛恵子著
2012.11刊

Ａ５判・276ページ 定価1,760円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12145-2 C2032
B

〈KINZAI バリュー叢書〉

日本の年金制度

―そこが知りたい39のポイント―
株式会社ニッセイ基礎研究所編著
2012.10刊

四六判・244ページ 定価1,540円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12151-3 C2033
A

礎知識を物語に盛り込みつつ、「若年世
代への投資ニーズ喚起」の手法を学ぶ。
シニアおよびその家族が直面するテーマ
である介護・後見人・相続・贈与につい
て最も重要かつ基本を47の Q&A 方式で
ベテランの弁護士がわかりやすく解説。
また、読んだ日から役に立つ各種書式や
記載例を豊富に収録。
掛け金の水準、年金資産の運用状況、年
金財政の実態、さらには世代間の公平性
など39の論点を詳説。いままで年金制度
にかかわる機会の少なかった人でも、理
解し関心を高められる情報・知識が満載。
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事例に学ぶ

日常業務において想定される苦情・ク

―初動対応のポイントと金融 ADR―

を再現しつつ、苦情・クレーム対応にお

苦情・クレーム対応の勘所
香月裕爾監修／炭本典生著
2012.６刊

Ａ５判・340ページ 定価2,640円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12108-7 C2033
A

カード決済業務のすべて

―ペイメントサービスの仕組みとルール―
山本正行編著

2012.５刊

Ａ５判・172ページ 定価2,200円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12122-3 C2033
G

―実効性ある監査のために―
新日本有限責任監査法人編著

Ａ５判・上製・268ページ 定価3,520円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11977-0 C2033
B

弁護士・信託銀行員がズバリ教える

ないと困る遺言あっても困る遺言
灰谷健司監修／飯村
2012.３刊

衛・中田朋子著

Ａ５判・240ページ 定価1,540円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11988-6 C2032
D

証券化

―新たな使命とリスクの検証―
川北英隆編著／
桑木小恵子・渋谷陽一郎・高橋智彦著
2012.１刊

Ａ５判・上製・568ページ 定価5,060円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11953-4 C2033
A

銀行実務詳説

証券

68

やグラフを数多く活用し、事例では場面
をイメージしたイラストが満載。
これまで案外知られていなかった、クレ
ジットカードやデビットカードなどの決
済の仕組みを初めて解明した入門書。海
クなどの取引ルールを詳しく解説。実務
家や消費者相談員にとって必読の一冊。
金融機関のシステム監査の実務について
体系的に解説した本邦唯一の実践書。実
効性ある監査を求められているシステム
監査を P D C A 理論に沿って、体制造
り・目的設定・実行プロセス・検証・見
直し等、すべて網羅した待望の書。
遺言書作成のツボを伝授！

Ａ５判・上製・744ページ 定価7,700円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11908-4 C2033
A

どのような

場合に遺言が必要か、財産を遺す側と受
け取る側の各立場からわかりやすく詳解
（第１章）。遺言はあったが、相続開始後
スムーズに実現できなかった、よくある
事例を豊富に紹介・解説（第２章）。
証券化は、リスクの負担方法において金
融を進化させた優れた手法である。ただ
し、証券化は新たなリスクをもたらす。
サブプライム問題後の証券化のあり方や
制度改革が検討される状況下、その役割
とリスクを多角的に検証する。
銀行の証券業務・証券関連業務全般を幅
広くとりあげ、この一冊ですべてを網羅
する実務書！

みずほコーポレート銀行証券部編
2011.９刊

いて経験豊富な金融機関職員が解説。表

外利用時の清算の仕組み、チャージバッ

金融機関のシステム監査の実務

2012.４刊

レーム対応について、営業店の現場感覚

同時に用い法律問題から

実務対応の背景にある考え方を解説し、
必要十分な専門性を実現した珠玉の一冊。

その他金融ビジネス

株式上場の実務

〈第4版〉

みずほ銀行証券業務部／
みずほインベスターズ証券引受部著
2011.８刊

Ａ５判・296ページ 定価2,640円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11916-9 C2033
A

内部監査高度化のすべて

好評！「株式上場の実務」の全面改訂第４
版！

新興市場ヘラクレス、JASDAQ、

NEO の一本化、各市場の規則改正、申請
書類の改定、反社対応確認書の改定に完
全対応。新規株式上場する際の手続きや
ノウハウを、実務家がわかりやすく解説。
経営に貢献する内部監査とは。重要な論

―Value added audit―

点を集中的に解説。不正防止や不正対応

有限責任監査法人トーマツ編／大森 茂・長岡 茂・
桑原大祐・伊佐地立典・今永浩一郎・石塚 岳著

PDCA、内部監査の品質評価をはじめと

2010.12刊

Ａ５判・272ページ 定価2,860円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11722-6 C2033
A

SE のための 金融入門

〈第2版〉
小泉保彦著

2010.７刊

務家が解説する。
複雑・IT 化する金融業務。金融システ
ムの安全性をバックアップするシステム
ついて体系的にまとめた入門書。SE だ

Ａ５判・312ページ 定価2,420円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11694-6 C2033
A

〈改訂版〉

けでなく、金融について学びたい人に
とっても最適の書。
好評の「私募債の実務」を会社法、金融
商品取引法、等の法改正に完全対応。企
業の私募社債発行手続きに関する実務解

みずほ銀行証券・信託業務部編著

Ａ５判・224ページ 定価2,420円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11142-2 C2033
A

これが金融機関の内部監査だ〔2nd edition〕
―新たなサービスの創造へのナビゲーション―
先端内部監査研究会著
2005.９刊

する内部監査高度化の方策を第一線の実

エンジニアに必要な金融全般のしくみに

私募債の実務

2007.９刊

の監査プログラム、利益相反管理と

Ａ５判・308ページ 定価3,410円（税込⑩）
ISBN978-4-322-10759-3 C2033
A

説書の決定版。金融機関法人営業担当
者、企業の財務担当者、必読の書。待望
の最新版刊行！
COSO から COSO ERM へ、新 BIS 規制
の導入、新検査方針の適用、相次ぐ企業
不祥事を受けた内外の“企業改革法”制
定の動き‥。経営の足下を照らし進路を
見通す金融機関内部監査の定本。
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金融機関経営・戦略
準大手・中堅証券史

―史談で学ぶ、変革の時代の証券会社―
公益財団法人日本証券経済研究所企画・監修／
深見泰孝・二上季代司編著
2022.６刊

Ａ５判・644ページ 定価7,480円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13986-0 C2033
A

〈KINZAI バリュー叢書〉

隣の協同組織金融機関
―持続可能な地域社会をめざして―
古江晋也・田口さつき著
2022.４刊

四六判・244ページ 定価1,980円（税込⑩）
ISBN978-4-322-14148-1 C2033
A

内部監査は諸刃の剣
その価値と有効性
近藤利明著

2022.４刊

二弾！

東京、大阪、名古屋の３大都市

圏の準大手・中堅（中小）証券会社12社
の経営者によるダイアローグ。証券業界
の“いま”へ続くビジネスモデルは、い
かにして追及されたのか。
地域の人々の悩みや苦しみに耳を傾ける
協同組織金融機関の取引先支援、地域支
援、ダイバーシティ経営について、5３の
具体的事例を紹介。対話を継続すること
でしか実現できない金融サービス提供の
あり方を提示する。
内部監査規定・年度監査計画の策定から
往査、報告書・調書作成、フォローアッ
プに至るステージごとの監査業務の進め
方と留意点を詳説。内部監査人の社内養

四六判・304ページ 定価2,530円（税込⑩）
ISBN978-4-322-14032-3 C2033
A

デジタル時代の金融システム
―欧州と日本からの視点―
ドイツ日本研究所編
2022.４刊

地方証券史に続くオーラルヒストリー第

Ａ５判・296ページ 定価2,750円（税込⑩）
ISBN978-4-322-14038-5 C2033
A

成の道筋、とくに女性専門職起用の可能
性を提示。
人工知能、分散台帳技術の台頭のなか
で、通貨と金融機関のビジネスモデルは
いかなる変貌を遂げるのか？

米中が牽

引する巨大なデジタル・トランスフォー
メーションの狭間で揺れる、欧州と日本
の視点からの考察。

事例からみた

いま再び、信用リスク管理のあり方が問

―営業現場における健全な融資判断―
〈改訂版〉

去の事例分析を行い、その信用リスク管

地域金融機関の信用リスク管理
石川清英著

2022.３刊
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Ａ５判・276ページ 定価2,970円（税込⑩）
ISBN978-4-322-14140-5 C2033
B

われる！

信用金庫の破綻に関して、過

理の問題点を整理。コロナ禍のいま、ま
さに営業店の融資担当・審査担当に読ん
でもらいたい書。

金融機関経営・戦略

Just Money

―未来から求められる金融―
カトリン・カウファー、リリアン・ステポネイティス著／
江上広行監訳／大濱匠一訳
2022.３刊

対訳

Ａ５判・192ページ 定価2,200円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13980-8 C2033
A

銀行員のための

『論語と算盤』
とSDGs
渋澤

健著

2021.９刊

Ａ５判・216ページ 定価2,200円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13987-7 C2033
A

組織・人材マネジメントの思考と
実践
2021.９刊

Ａ５判・232ページ 定価2,750円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13966-2 C2033
A

海外に学ぶ

―ピンチはチャンス―
2021.８刊

Ａ５判・292ページ 定価2,860円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13957-0 C2033
A

金融力の測定

―金融機関の新指標 i Bank index―

Ａ５判・上製・316ページ 定価3,850円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13964-8 C2033
A

〈KINZAI バリュー叢書〉

社外取締役の実像
―15人の思想と実践―

経済産業省編著／PwC あらた有限責任監査法人協力
2021.７刊

界中で活発化するインパクト金融の具体
例を示しながら、未来のための貨幣や金
融のあるべき姿を探る。
『論語と算盤』こそはステークホルダー
資本主義。普遍性、包摂性、参画性、統
合性、透明性の SDGs の枠組みから、そ
興・対外策の知恵の書。日本企業は世界
基準の策定者たれ！

和英対訳。

国内／外資系の金融機関での豊富な経
験・知見をもとに、①戦略的人材ポート
フォリオの実現、②人的リスク管理、③
ダイバーシティ経営・健康経営を中心
に、企業理念に基づく組織能力の強化と
企業価値向上への道筋を徹底解説。

テーマに関して海外の先行事例を紹介。
「カスタマー・ジャーニー」「従業員エン
ゲージメント」といった視点で「顧客に
寄り添うテクノロジーカンパニー」へ経
営の舵を切るための道筋を示す。
「金融機関は企業を育成し、業績向上に
貢献しているか」その答えが本書に。中
小企業のビッグデータ分析から開発され
た新指標で貢献度を評価。実務者へのイ

吉原清嗣著
2021.７刊

としての金融の真価が問われている。世

CX、DX、ESG・SDGs といった経営

ポストコロナの銀行モデル
山田能伸著

抱える今日、「人々の幸福のための道具」

の現代的意義を解く。D X 期の地域振

企業価値を高める

石田雅彦著

気候危機、格差や分断など深刻な課題を

四六判・324ページ 定価2,000円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13955-6 C2033
A

ンタビューから企業育成の役割と培われ
た暗黙知も明らかに。
日本をリードする社外取締役15人が贈
る珠玉の一冊！

経営者、コンサルタン

ト、投資銀行等、多様なバックグラウン
ドをもつ15人が社外取締役としての行
動哲学、具体的な取組みを語る。日々の
実務へのヒントが満載。
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地銀

構造不況からの脱出

―「脱銀行」への道筋―
高田

創著

2021.３刊

Ａ５判・196ページ 定価1,760円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13857-3 C2033
B

―SBIグループが描く新しい地域金融―

2021.１刊

四六判・210ページ 定価1,650円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13587-9 C2033
B

―ピラミッド組織の崩壊、セルフマネジメント組織の誕生―
山口省蔵・江上広行・坂本忠弘著

四六判・340ページ 定価2,200円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13590-9 C2033
A

DOING DIGITAL

―伝統的銀行のリーダーから学ぶ組織変革―
クリス・スキナー著／三菱総合研究所訳
2020.10刊

四六判・596ページ 定価3,520円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13548-0 C2033
A

〈リージョナルバンカー〉

地域への愛情が
創意工夫を生む
古瀬

誠著

2020.10刊

ネスモデルは限界を迎えている。地域に
行業務への取り組みなど、「脱銀行」の
姿を提示する。
第４のメガバンク構想、地方創生パート
ナーズ創設など地域経済への貢献に注力
する S B I グループ。地方創生への熱い
思いを、「公益は私益に繋がる」「顧客中

金融機関のしなやかな変革

2020.12刊

出業務に多くを依存する地域銀行のビジ
おける信頼と顧客基盤を活かした投資銀

地方創生への挑戦
北尾吉孝著

構造不況といえる状況のなかで預金と貸

四六判

上製・252ページ 定価1,980円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12845-1 C2033
B

ゼロ・コミッション革命

心主義の徹底」といった経営哲学ととも
にトップが語りつくす。
ピラミッド型の組織構造から、個人が輝
くセルフマネジメント型の組織へ変革す
るには？金融機関の組織変革を支援する
三人の著者が、考えるヒントを提示。金
融機関と金融庁の事例から体感する、次
世代型組織への変革のストーリー。
J P モルガン・チェース、D B S 銀行、
BBVA、招商銀行、ING、世界の巨大銀
行のデジタル・トランスフォーメーショ
ンとは。伝統的金融機関の組織改革のリ
アルと次世代型デジタル・バンキング・
サービスのあり方がここにある！
地域のリーディングカンパニーとしての
責任感、お客さま、銀行、友人、家族へ
の深い愛情を原点に、ふつふつと湧き出
る情熱とクリエイティブな発想の数々。
不屈の精神で絶え間ない改革に挑戦し続
けた「バンカー」の回顧録。
証券界のカリスマ経営者チャールズ・

―チャールズ・シュワブの
「顧客目線」投資サービス戦略―

シュワブが半生を語る待望のベストセ

チャールズ・シュワブ著／飯山俊康監訳／
野村資本市場研究所訳

かを始めよう、変えていこうと奮闘する

2020.10刊
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四六判・556ページ 定価2,640円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13550-3 C2033
A

ラー。金融業界関係者、経営者など、何
人々へ贈る。ウォーレン・バフェットが
リーダーシップに関する教科書と絶賛！

金融機関経営・戦略

ゆうちょ銀行の
諸問題の本質と地域金融論
宇野

Ａ５判・上製・268ページ 定価4,180円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13582-4 C2033
B

５つのプロセスで
融資目標200％達成
―融資を伸ばす行動様式―
鈴木富久著

2020.９刊

四六判・216ページ 定価1,760円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13459-9 C2033
B

〈KINZAI バリュー叢書〉

金融の未来

―ポスト・フィンテックと「金融5.0」―
山岡浩巳著

2020.５刊

の関連について業態別総資産、ROA な
どに着目して総合的に分析。官民金融機
関それぞれの理論的適正シェアを検討

輝著

2020.10刊

官製金融の歴史と現状、地域金融問題と

四六判・192ページ 定価1,760円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13537-4 C2033
A

ATM のトリセツ

し、官製金融民営化３行と地域金融機関
再編を詳細かつ大胆にシミュレーション。
支店長時代、１週間に４件、年間で200
件の新規先を獲得していた筆者が、融資
を伸ばす「訪問」「信頼関係構築」「困っ
ていることの把握」「提案・クロージン
グ」「モニタリング」の各プロセスにつ
いて、事例も織り交ぜながら詳述。
未来の金融は情報とデータを託すインフ
ラに！キャッシュレス／マネーとデータ
の融合／ブロックチェーン／中央銀行デ
ジタル通貨／クラウド／XaaS など、こ
れからの金融を読み解く鍵となるトピッ
クを、この一冊で網羅！
毎日二千件以上の取引が行われる
ATM。現在の日本において必要不可欠
なインフラとして存在する A T M に関

日本 ATM 株式会社編著
2020.３刊

Ａ５判・212ページ 定価2,200円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13527-5 C2033
A

地域金融機関の合併の実務
―これからの経営統合・合併を考える―
大野

晃・西島康隆著

2020.１刊

A５判・192ページ 定価3,080円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13513-8 C2033
A

デジタル革命時代における
銀行経営
ボストン コンサルティング グループ 金融グループ著
2019.12刊

Ａ５判・196ページ 定価1,980円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13499-5 C2033
A

し、基礎情報、機器の特性、利用顧客か
らの問い合わせ対応例など、さまざまな
情報を Q&A 形式で分かりやすく紹介。
経営統合・合併を前にして、経営陣や現
場は何を考え何をすべきか。経営戦略立
案・システム統合のコンサルティングを
行ってきた著者が説く、「現実問題」と
しての合併の実務。

デジタルによる機会と脅威の荒波のなか
で、顧客本位のサービス業として、銀行
は自らをどう再定義すべきか。最新の知
見に基づく先進的な取組み事例を参考
に、世界有数のコンサルティングファー
ム BCG が銀行の目指すべき道筋を描く。
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人工知能と銀行経営
大久保
小野寺

豊・西村拓也・稲葉大明・尾藤
亮著

2019.11刊

AI の基礎知識から具体的なモデル・シ
ステムの例示、中国の先進事例を紹介。

剛・

Ａ５判・176ページ 定価1,980円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13488-9 C2033
A

地方証券史

―オーラルヒストリーで学ぶ地方証券のビジネスモデル―
公益財団法人日本証券経済研究所企画・監修／
深見泰孝・二上季代司編著
2019.７刊

Ａ５判・上製・840ページ 定価8,800円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13467-4 C2033
A

現場からはじめる働き方改革

さらに「経営」視点では AI 実装のポイ
ントやビジネスモデルを、「現場」視点
ではデジタライゼーションで求めれられ
るバンカーの役割を解説した。
昭和から平成の時代を駆け抜けた地方証
券会社、北から南まで全国12社のインタ
ビューをもとにその軌跡を辿る。証券市
場関係者、研究者をはじめ、証券会社に
関心をもつ方に贈る一冊。

「ライフプラン」「人事制度」「組織運営」
「職場環境」「能力開発」「生産性向上・
業務改善」の６つの面から「働き方改

宮㟢

敬・佐貫総一郎著

2019.３刊

Ａ５判・200ページ 定価1,980円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13447-6 C2033
A

〈KINZAI バリュー叢書〉

ゼロからわかる

金融マーケティング
戸谷圭子著

2019.１刊

四六判・156ページ 定価1,320円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13417-9 C2033
A

〈KINZAI バリュー叢書〉

BtoB決済 デジタライゼーション
―XML電文で実現する金融EDIと手形・小切手の電子化―
KPMG ジャパン フィンテック推進支援室編
2018.12刊

四六判・212ページ 定価1,760円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13427-8 C2033
A

事業性評価人材育成の実践

革」を探る。職場の管理職・リーダーた
ちに向け、「本当に働きやすい職場づく
り」のための工夫とコツを紹介。
マーケティングの基本概念、サービス
マーケティングの基礎知識をベースに、
金融マーケティングへの応用をわかりや
すく解説。顧客の思いを知り、その実現
を金融の仕組みでサポートするかを常に
考える癖をつけるための超入門書。
2018年12月、日本の決済インフラが大き
く変わり始めた。企業は、決済のデジタ
ライゼーションをいかに自らの競争力強
化につなげ、金融機関はサポートしてい
くのか――企業の財務担当者、銀行の法
人担当者必携の一冊。
事業の「評価者」から「パートナー」へ
と変わるために。金融機関において、取
引先の経営者の考えに共感し、取引先の

あおぞら地域総研株式会社著
2018.12刊
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Ａ５判・176ページ 定価2,200円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13430-8 C2033
A

経営課題を深く理解し、その課題に対す
る解決策を取引先とともに見出していく
人材を育てるための実践的手法を紹介！

金融機関経営・戦略

連結経営実現のための

キャッシュ・マネジメント・
システム
福嶋幸太郎著

2018.12刊

Ａ５判・228ページ 定価2,750円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13422-3 C2033
A

〈KINZAI バリュー叢書〉

銀行ならではの“預り資産ビジネス戦略”
―現場を動かす理論と実践―
井戸照喜著

2018.11刊

四六判・184ページ 定価1,650円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13410-0 C2033
A

デジタルイノベーションと
金融システム
木下信行著

2018.10刊

化、ガバナンス高度化を実現するキャッ
シュ・マネジメントの仕組みを詳説。企
業財務責任者へのインタビュー調査を通
じて得た14社の CMS 導入事例を基に、
運用事例や課題を解き明かす。
理念を掲げるだけでは、叱咤激励するだ
けでは、現場を本部の戦略に沿って動か
すことはできない。すべての預り資産ビ
ジネス担当者に送る、投資商品販売の
「ガラスの天井」を突き破るための理論
と実践の書。
決済と金融の第一人者が最新のデジタル
革命を解明。変革の必要性を感じつつ、
明確なビジョンがないために一歩前に踏
み出せない金融機関の役職員、フィン

四六判・392ページ 定価2,750円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13407-0 C2033
A

カスタマーセントリックの
銀行経営【価値共創版】

テックへの対応に迫られる政策関係者が
将来を切り開くために必読の書。
いまだに金融界では混同されがちなマー
ケティングとセールスの違いの説明か
ら、従業員、顧客を含む関係者が、共に
価値を作り、価値を得る、共創のための

戸谷圭子著
2018.７刊

グループ経営を行う企業の資金管理効率

Ａ５判・上製・232ページ 定価2,640円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13266-3 C2033
A

後見預金

カスタマー・セントリックの方法論ま
で、最新事例をまじえて丁寧に解説する。
弁護士・司法書士・社会福祉協議会など
の後見人が善管注意義務をリスクヘッジ
するための手段にもなる後見預金。本書

尾川宏豪著

2018.７刊

はそのスキームを解説し、導入するにあ
四六判・168ページ 定価1,650円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13279-3 C2032
A

〈KINZAI バリュー叢書〉

ゴールベース法人取引
髙橋昌裕著

2018.６刊

たって注意すべき点や成年後見制度全般
への拡張についても触れている。
ゴールベース法人取引は、地域金融機関
が組織をあげて、企業経営者の思う
「ゴール」を理解し、その実現に向けて
長期的に寄り添うこと。真の「メインバ

四六判・176ページ 定価1,650円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13273-1 C2033
A

ンク」に近づき、かつ持続可能なビジネ
スモデルとするためのステップを詳解。

75

金融機関経営・戦略

地方銀行の
コーポレートガバナンス戦略
香月裕爾・杉山大幹・古川綾一編著
2018.６刊

Ａ５判・232ページ 定価2,420円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13260-1 C2032
A

銀行経営変革

2018.５刊

Ａ５判・472ページ 定価6,050円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13259-5 C2033
A

フィデューシャリー・デューティー・
ワークショップ
―金融における顧客本位な働き方改革―
森本紀行・坂本忠弘・谷崎由美編著

四六判・256ページ 定価1,870円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13217-5 C2033
A

デジタル革命時代における
保険会社経営
ボストン コンサルティング グループ
2018.４刊

保険グループ著

Ａ５判・上製・164ページ 定価1,980円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13248-9 C2033
A

対話する銀行

―現場のリーダーが描く未来の金融―
江上広行著

2017.７刊

四六判・332ページ 定価2,200円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13087-4 C2033
A

不祥事件対策実務必携
甘粕 潔・宇佐美 豊・川西拓人・吉田孝司編者
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ダーとの対話、会計監査人との付き合い
方まで地方銀行の実情に沿って解説。

はどうすればよいのか、全地域銀行の中
期経営計画と実際の業績を精緻に分析し
と、収益・リスク管理の高度化を実現す
る手法を具体的に導き出す。
「顧客本位の業務運営」の徹底に向けて
金融機関はどう変わるべきか。日本にお
ける FD 提唱者、金融行政経験者、生活
経営アドバイザーのコラボレーションに
よる、新たな金融検査・監督方針におけ
る「探求型対話」のガイド。
進化を続ける FinTech、InsTech の流れ
を先取りし、真のニーズを捉えるため
に、世界的経営コンサルティングファー
ムである BCG のメンバーが描く、次世
代型保険会社経営のあり方。

10年後のことを考え、悩んでいるバン
カーたちへ贈る変革のための「対話」の
記録。坂本忠弘氏、保井俊之氏ほか豪華
ゲストからの７つの問いに対して、現場

金融機関のための

2017.２刊

地域社会など株主以外のステークホル

課題を抽出。金融機関の企業価値向上

〈KINZAI バリュー叢書〉

2018.５刊

監査等委員会設置会社への移行の実務、

経営計画に近い実績値を計上するために

―経営計画達成に導く
「数値検証による統制能力評価」―
浜田陽二著

改訂 CG コードに沿った機関設計から、

Ａ５判・上製・516ページ 定価5,500円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13034-8 C2033
A

のバンカーが葛藤と希望を抱きながら向
き合う、ありのままの姿が共感を呼ぶ。
重大なリスクである不祥事件について、
法令・犯罪心理・内部監査といったさま
ざまな面から検討を加えるとともに、実
務上直面することが想定される問題を一
問一答方式で解説。内部監査、コンプラ
イアンス、人事部門等の担当者必携。

金融機関経営・戦略

地域金融機関による

事業性評価と地方創生
あおぞら地域総研株式会社著
2016.12刊

Ａ５判・144ページ 定価2,200円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13041-6 C2033
A

リスクアペタイト・フレームワーク
―銀行の業務計画精緻化アプローチ―
浜田陽二著

2016.８刊

Ａ５判・340ページ 定価3,300円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13015-7 C2033
A

伊東眞幸・家森信善著

四六判・上製・264ページ 定価2,178円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12884-0 C2033
A

銀行のグループ経営

―そのビジネスと法規制のすべて―
野﨑浩成・江平 享編著／浦壁厚郎・加賀美有人・篠原孝典・
白根 央・太子堂厚子・冨永喜太郎・丹羽孝一・光定洋介著

Ａ５判・上製・604ページ 定価5,500円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12865-9 C2033
A

銀行経理の実務

〈第９版〉

評価を通じた地方創生の事例を紹介しな
がら、地方創生がイノベーションによっ
て動き始めるダイナミズムを描き出す！
金融機関を取り巻く環境やリスクアペタ
イト・フレームワーク（RAF ）の基本
概念の解説に加えて、実務レベルにまで
掌、業務計画の精緻化、ガバナンス高度
化に必要となるアイデアを提示。

深化・拡張した新たなビジネスモデルの
必要性を訴える。マイナス金利下で地域
金融機関の経営の先行きに不安を感じて
いる、役職員、監督当局、地公体関係者
などにとって必読の書。
金融持株会社および傘下の商業銀行、証
券会社等のビジネスと規制・監督の両面
から、グループ経営の発展過程、現状、
将来を俯瞰。各金融セクターのトップア
ナリスト／コンサルタントと、金融・ガ
バナンス分野の弁護士によるコラボ。
経理・会計実務の標準手引書が４年ぶり
に改訂。企業結合会計および繰延税金資
産の回収に関する適用指針の最終化の見

銀行経理問題研究会編

2016.５刊 Ａ５判・上製・1,020ページ 定価8,140円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12851-2 C2033
A

ミドルの本懐

―次長・課長の未来―
一般社団法人金融財政事情研究会編
2016.４刊

ンが重要。地域金融機関における事業性

地銀経営への提言、第４弾。リレバンを

―コントリビューション・バンキング―

2016.５刊

間そして地域全体においてイノベーショ

落とし込みながら、収益管理と業務管

地銀創生

2016.６刊

地方創生が具体化されるためには、企業

四六判・220ページ 定価2,035円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12875-8 C2033
A

直しなど会計制度を巡る環境変化に対応
するとともに銀行経理の視点からバーゼ
ルⅢ下の健全性規制を詳述。
『支店長の本懐』、『続・支店長の本懐』
に続く、現役金融機関職員による本音が
満載の一冊。営業推進、人間関係、リー
ダーシップ、地銀再編、地方創生等の
テーマで、次長・課長による匿名のエッ
セイと対談・鼎談を収録。
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金融機関経営・戦略

地域金融のあしたの探り方

―人口減少下での地方創生と地域金融システム
のリ・デザインに向けて―
大庫直樹著
2016.３刊

四六判・上製・364ページ 定価3,080円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12859-8 C2033
A

金融機関役員の法務

―コーポレートガバナンスコード時代の職責―
細溝清史監修／岩田合同法律事務所編／
本村 健・松田貴男編著
2016.３刊

Ａ５判・上製・460ページ 定価5,500円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12856-7 C2032
A

管理職のための

女性リーダーを育てる本
前田典子著

2015.12刊

Ａ５判・144ページ 定価1,760円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12840-6 C2033
A

四六判・上製・248ページ 定価2,530円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12826-0 C2033
A

残業ゼロで目標200％達成
―常識を覆すマネジメント―

2015.５刊

四六判・164ページ 定価1,760円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12666-2 C2033
B

将来経営計画
2015.４刊

78

は「不都合な真実」でも現実を定量的に
とらえること。豊富な図表をまじえ、市
場分析の心得を示す。
金融機関の役員の職務と責任を Q& Ａ形
式100問でコンパクトに解説。多忙な役
員が所管業務にとどまらず、広汎な業務
内容全体に係る職務内容と責任を短時間
に重要ポイントを把握できるように構
成。監修者は前金融庁長官細溝清史氏。
「リーダーシップを発揮して！」「昇進の
チャンスを辞退！？」「仕事と感情は
別！」「恐ろしい女性の嫉妬！」「女性の
をキーワードに、リーダーシップ育成の
ポイントをイラストを交えて解説。
戦後最大の転換局面を迎えた金融業界に
おいて顧客支持の維持向上に必須となる
ライフプランニングと負債コンサルティ
ル改革の方向性について詳細に説く。

著者が、信用金庫の支店長として赴任し
て最初にしたのは、支店の業績目標を
200％に倍増することだった。なぜ、著
者は短期間に目標200％を達成できたの

地域金融機関の

五藤靖人著

人口減少にあえぐ、地方の創生

と金融システムのリ・デザインの出発点

ングの強化、ロイヤルティ戦略、チャネ

富樫直記著

鈴木富久著

動け！

上司なら大丈夫！？」。５つのとまどい

銀行経営の
パラダイムシフトと新成長戦略
2015.10刊

バンカーよ、金融庁の声を待たずに自ら

Ａ５判・上製・240ページ 定価2,970円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12656-3 C2033
B

か。秘密は、組織横断的なチーム組成と
自発的なチームワークにあった。
三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング
がこれまで行ってきたコンサルティング
事例から、多くの地域金融機関に共通し
て有効性が高い経営分析手法を紹介。地
域金融機関が独自の戦略を構築するため
の知識のすべてを習得できる。

金融機関経営・戦略

地銀の未来

―明日への責任―

四六判・上製・164ページ 定価1,760円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12657-0 C2033
A

信用金庫論

―制度論としての整理―
村本

Ａ５判・上製・376ページ 定価4,180円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12608-2 C2033
A

〈KINZAI バリュー叢書〉

ザ・地銀

2014.９刊

四六判・240ページ 定価1,760円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12593-1 C2033
A

地銀の選択

―一目置かれる銀行に―

四六判・上製・164ページ 定価1,760円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12596-2 C2033
A

日本復活を本物に

―チャタムハウスから世界へ―
御友重希編著

2014.８刊

述。地域金融機関役職員必読の１冊。
地域金融論で斯界をリードした著者の
四十余年にわたる信用金庫研究の集大
成。制度面では信用金庫法制定の経緯か
相互扶助性、税制、ガバナンス、地区、グ
ローバリズムや市場主義との関係も検証。
地銀は、営業基盤である地域経済が人口
後、10年後を見据えた長期ビジョン」
の策定を求められている。「あるべき姿」
の描き方、ビジョン実現に向けた業務戦
術、地域（活性化）戦略を明解に説く。
大好評の『地銀連携』に続く会心作！
個々の地域金融機関が進むべき道につい
て大胆に提言する。各地域金融機関が選
択した道に「秀で」、「一目置かれる」地

伊東眞幸著
2014.９刊

金融機関が「変わる」重要性を徹底詳

減少、高齢化で衰退するなか、「５年

―構造不況に打ち克つ長期ビジョン経営―
髙橋昌裕著

前提となる「個人取引」「法人取引」「地

ら金融審議会での議論に至るまで総括。

孜著

2015.２刊

弾！地域金融機関の環境予測を行う上で
方公共団体取引」の行方と留意点、地域

伊東眞幸著
2015.３刊

『地銀連携』『地銀の選択』に続く第３

域金融機関になるための戦略や戦力・マ
ネジメント力強化策を満載。
世界的なシンクタンクである英国のチャ
タムハウスが展開している研究プロジェ
クトの成果報告。日英欧の論客が東京金
融市場、高齢化、コーポレート・ガバナ

四六判・312ページ 定価2,035円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12580-1 C2033
A

銀行ルネサンス

ンス、投資の観点から「日本復活」の行
方を熱く議論する。
『貸出業務の王道』『貸出業務の信質』に
続く、待望の最新刊。銀行業界の現状と
本質を直視し、銀行再生への王道を説

吉田重雄著
2014.８刊

四六判・上製・356ページ 定価2,860円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12581-8 C2033
A

く。求められる行動改革と意識改革に必
須の１冊。まさに「吉田本」の真髄。
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金融機関経営・戦略

労働金庫

〈ろうきん〉は、どのようなビジネスモ

―勤労者自主福祉金融の歴史・理念・未来―
三村

Ａ５判・上製・308ページ 定価3,300円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12559-7 C2033
A

ポスト金融危機の銀行経営

―「精査」と「組み合わせ」
による勝ち組戦略―
みずほ総合研究所編著
2014.６刊

Ａ５判・312ページ 定価3,300円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12562-7 C2033
A

地銀連携

況、社会的位置づけを分析し、今後のあ
るべき姿を描く。
グローバル金融危機後の規制強化の潮流
をふまえ、みずほ総合研究所精鋭が銀行
のビジネスモデル再構築への指針を提
示 。シ ス テ ム 上 重 要 な 金 融 機 関
（G-SIBs ）の監督、シャドーバンキング
規制、バーゼルⅢなど主要テーマを網羅。
経営環境が厳しいなか、地域金融機関は

―その多様性の魅力―

閉鎖的な経営戦略を続けてもよいのか !?
横浜銀行で代表取締役を務めた筆者が、
地銀連携の必要性と具体的施策を提唱。

伊東眞幸著
2014.５刊

ていくのか。労働金庫設立の理念、沿革
をたどりながら、今日の業務、財務状

聡著

2014.７刊

デルのもと、商品・サービスを拡充させ

四六判・上製・180ページ 定価1,760円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12443-9 C2033
A

続・支店長の本懐

今後の経営戦略を模索する地域金融機関
の経営層・役職員に贈る渾身の１冊！
好評を博した『支店長の本懐』の続編。
大手行、地銀、第二地銀、信金、信組、
労金の現役支店長が参加。「支店長の名

一般社団法人金融財政事情研究会編
2014.１刊

四六判・224ページ 定価1,980円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12417-0 C2033
A

海外進出支援 実務必携

言11選」「支店経営15の鉄則」などの有
益なエッセイ、「ABL 」「NISA 」等のト
ピックスを巡る対談・鼎談を収録。
「海外進出支援に関するキーワード」「海
外進出支援業務」「アジア11カ国の動
向」の３編構成。全272の Q&A により

一般社団法人金融財政事情研究会編

2014.１刊 Ａ５判・上製・1,024ページ 定価8,800円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12383-8 C2033
A

支店長 勝野俊介

海外進出支援業務の AtoZ を体系的に解
説。渉外担当者から本部・国際業務セク
ションまで幅広く活用できる１冊。
部下行員の着服・横領、反社会的勢力に
よる執拗な攻撃……。きょうもどこかの
支店で起きている現実に、一人の支店長

真宮角太郎著
2014.１刊

80

四六判・上製・332ページ 定価1,980円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12386-9 C2033
A

が敢然と立ち向かう。元地銀支店長がリ
アリティにこだわり書き下ろした小説。

金融機関経営・戦略

金融ビジネスの病態と素因
―インセンティブ構造再設計の視点―
大村敬一／高野
2013.12刊

真編著

Ａ５判・292ページ 定価3,080円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12378-9 C2033
A

〈KINZAI バリュー叢書〉

現論・信用金庫経営
―３信金理事長の白熱鼎談！―

中村英隆・増田正二・大林重治著
2013.10刊

四六判・148ページ 定価1,650円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12331-9 C2033
A

金融機関のための

農業経営・分析改善アドバイス
安達長俊著

2013.９刊

Ａ５判・160ページ 定価2,200円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12365-4 C2033
A

―変わりゆく顧客の視点からみた、企業と銀行の「対話」の技術―

2013.８刊

Ａ５判・248ページ 定価2,420円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12332-6 C2033
A

―合併は何故成功したか―

西日本シティ銀行合併史編纂委員会編

Ａ５判・128ページ 定価1,540円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12324-1 C2033
A

グローバル金融制度のすべて
―プルーデンス監督体制の視点―
藤田

勉著

2012.４刊

ンセンティブ上の問題を指摘する。多様
なテーマをオムニバス形式で詳細に分
析、ユニークな視点から閉塞状態打破に
向けた処方せんを探る。
協同組織金融機関としての矜持を守り、
地方・地域経済の活性化に情熱をもって
取り組む３氏の理念と実践事例が満載。
地域のため、地元企業のため、地元住民
のために日夜奮闘する地域金融機関役職
員におすすめの１冊。
農業法人の経営分析から経営改善までの
手法をマニュアル的に記述。近年話題に
なっている損益と資金の一体的な把握方
め農業経営者、農業関係の指導機関の
方々必読の書。
〈Value 〉〜企業が付加価値を生む構造
を「見える化」し、〈Chain 〉〜その価
値が形づくられるつながりに銀行自身も
関わることで、〈Finance 〉〜企業と銀

西日本シティ銀行誕生への道のり

2013.５刊

を検討し、金融システムに内包されるイ

法をわかりやすく解説。金融機関をはじ

バリューチェーンファイナンス
江上広行著

日本の金融ビジネスに漂う閉塞感の要因

行がともに成長を支え合う金融手法を紹
介。
成功が難しいと言われる大型合併。西日
本シティが成功できた要因は何か？

経

営統合を決断するに至った背景、融和に
向けた取組みを、当時の金融状況、主要
な関係者へのヒアリングを盛り込み振り
返る画期的記録集。
グローバル金融規制の視点で、国際金融
危機を過去から現在まで包括的に分析し
た画期的一冊。金融機関経営や企業の財
務戦略に与える影響を解読。リーマン

Ａ５判・460ページ 定価4,400円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11978-7 C2033
A

ショック後の各国の制度改革やバーゼル
Ⅲと IFRS の影響等、最新の話題が満載。
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金融機関経営・戦略
〈KINZAI バリュー叢書〉

実践ホスピタリティ入門

―氷が溶けても美味しい魔法の麦茶―
田中

実著

2011.９刊

四六判・208ページ 定価1,540円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11921-3 C2033
A

〈KINZAI バリュー叢書〉

心でつながる顧客満足〈CS〉向上術
2011.８刊

四六判・164ページ 定価1,540円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11883-4 C2033
A

金融システム改革
50年の軌跡
西村吉正著

2011.３刊

ヒントが満載。ホスピタリティ向上を目
指す企業の役職員必読の書。

もの」ではなく「やって楽しいもの」に！
“顧客満足（CS ）”を心がけることは職
員にとっても「働きがい」「働く楽しさ」
を感じさせてくれます。顧客満足の真髄
をコンパクトにわかりやすく解説！

高度成長路線が定着した1960年

代以降、半世紀にわたり日本の金融制
度・金融システムはどのように整備され

Ａ５判・704ページ 定価7,700円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11752-3 C2033
A

野村総合研究所リテールバンキング研究チーム編著

Ａ５判・132ページ 定価1,540円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11544-4 C2033
A

経営者の信頼を勝ち得るために

〈第2版〉

―営業職員のコミュニケーション術―
2010.６刊

え、顧客から選ばれる企業になるための

括！

―生活者視点で創る銀行の姿―

澁谷耕一著

掲載。顧客の多様なニーズに柔軟に応

金融制度・金融システムの50年を総

新世代リテールバンキング

2010.７刊

タリティ・マネジメントの事例を数多く

“顧客満足（CS ）”を「やらねばならない

営業担当者のための
前田典子著

さまざまな企業で実践されているホスピ

四六判・232ページ 定価2,200円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11681-6 C2033
A

てきたのか。その詳細を記録した元大蔵
省銀行局長によるクロニクル。
金融機関経営におけるリテールバンキン
グの重要性と、そこで勝利するための方
策について、生活者の立場に立って考察
する。５万人アンケートから、日本の生
活者が期待するリテールバンキングの姿
が明らかに！
企業経営者の信頼を得るために必要なポ
イントを､ 金融機関の“強み”､ 企業経
営者の期待やニーズを踏まえて徹底解
説。銀行在籍時に法人新規開拓で輝かし
い実績を誇った著者によるコミュニケー
ション術と法人営業必勝法を伝授する。

よくわかる

「そもそも不祥事件とは何を指すのか」

金融機関の不祥事件対策

「不祥事件はなぜ起こるのか」「不祥事件

日本公認不正検査士協会編／
甘粕 潔・宇佐美 豊・杉山

「不祥事件を防止するにはどうすればよ

2009.６刊

82

知・土屋隆司著

Ａ５判・184ページ 定価2,200円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11406-5 C2033
A

が起こってしまったらどうすべきか」
いか」等々の疑問に Q&A 形式でわかり
やすく答える。

金融機関経営・戦略

支店長の本懐

―実践的 金融機関支店経営の極意―
社団法人 金融財政事情研究会編
2008.12刊

四六判・208ページ 定価1,760円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11373-0 C2033
A

第Ⅰ部「支店長の胸のうち」では支店長
が関心を抱くテーマのエッセーを、第Ⅱ
部「支店長室のウラ・オモテ」では支店
長同士による本音ベースの対談を収録。
人間関係・人材育成や営業推進、コンプ
ライアンス等、幅広いテーマを網羅。
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成長支援・事業再生等

成長支援・事業再生等
〈2022年版〉

FP 提案力の強化書
きんざい ファイナンシャル・プランナーズ・センター編著
2022.３刊

Ａ５判・592ページ 定価3,604円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13948-8 C2033
D

金融機関からみた

事業再生・企業倒産
東京弁護士会金融取引法部編
2022.３刊

Ａ５判・448ページ 定価4,400円（税込⑩）
ISBN978-4-322-14019-4 C2032
A

新たな信託ソリューションと法務
―円滑なM&A・事業承継等のために―
みずほ信託プロダクツ法務研究会編
2022.２刊

Ａ５判・284ページ 定価3,300円（税込⑩）
ISBN978-4-322-14030-9 C2032
C

中小企業 M&A

株式譲渡の税務
村木良平著

2021.10刊

2021.10刊

84

説。個人事業主、地主、中小企業オー
ナー、同族会社との取引を進めるうえ
で、よくある質問・相談事例約200を厳
選。税制改正新旧対照表を巻末に収録し
た最新版。
「私的整理」「民事再生」「会社更生」「破
産」「特別清算」の各手続について、金
融機関や債権者の視点からその骨格を丁
寧に解説。事業会社等債権者の立場から
倒産案件・事業再生案件に関わる方が、
手続の実際を理解するための１冊！
信託に強い７つの法律事務所の英知を集
結――「議決権コントロール」「事業承
継」「TOB 」「スクイーズアウト」「企業
結合」「コーポレートガバナンス」「デジ
タル証券」を活用したソリューションを
示す、実務家必携の１冊。
中小企業 M & A 実務で多用されている
「株式譲渡」に特化した税務知識をわか
りやすく論点整理。令和３年度税制改正
にも対応。論点解決形式の構成で実務場

Ａ５判・316ページ 定価2,750円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13996-9 C2033
D

認定支援機関
実務ハンドブック〈第3版〉
小寺弘泰著

FP 活動に必須の実務知識を Q&A で解

面に直結。課題解決に最適の書。

事業再構築補助金の審査項目に完全対
応。節税・補助金活用をテコとした経営
改善に取り組む中小企業、融資条件の変
更・資金繰り確保に向けて金融機関と交

四六判・296ページ 定価1,650円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13991-4 C2033
A

渉する中小企業の支援に必須の書。

成長支援・事業再生等

中小企業のための

民事再生手続活用ハンドブック
第一東京弁護士会総合法律研究所倒産法研究部会編
2021.７刊

Ａ５判・560ページ 定価5,940円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13712-5 C2032
A

企業再生の法務〈第3版〉

―実践的リーガルプロセスのすべて―
藤原総一郎監修／
井上愛朗・戸嶋浩二・山崎良太・稲生隆浩編著
2021.５刊

A５判・上製・864ページ 定価8,800円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13588-6 C2032
A

金融機関が行う

事業継続力強化支援マニュアル
日本政策金融公庫中小企業事業本部企業支援部著
2021.３刊

Ａ５判・248ページ 定価2,640円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13827-6 C2032
A

リレーションシップ・
バンキングの未来

―ポストコロナ時代の地域金融―
新田信行・多胡秀人著
2020.12刊

四六判・164ページ 定価1,540円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13573-2 C2033
A

Q&A

再建手続を敬遠する中小企業の経営者が
陥りがちな事態を描いた事例（ストー
リー）に即し、民事再生手続の流れをわ
かりやすく紹介。書式や資料、実務のポ
イントがわかるコラムを多数掲載。
私的整理や法的整理の基本的な事項か
ら、旧版刊行後の新しい手法や最新の実
務・論点まで詳しく解説。「企業再生と
労務」、「国際倒産」の２章を新たに設け
るとともに、事例紹介についても大幅刷
新。
いかなる環境下でも、生き残るために
――事業の持続性や付加価値生産性を向
上させる手法から、事業継続計画／事業
継続力強化計画の策定・実施方法まで、
中小企業が事業を継続するためのノウハ
ウを詳細に解説。
コロナ禍で中小事業者を支援するために
奔走し、全国の他地域とつながり人の交
流を進める第一勧信の新田会長と、リ
レーションシップ・バンキングの重要性
を唱え続けてきた多胡氏による対談。地
域金融の明るい未来を考える。
純粋持株会社を頂点とする組織形態の特

持株会社化の考え方と進め方
―グループ経営高度化に向けた実務のポイント―
黒田裕司著

2020.11刊

Ａ５判・156ページ 定価2,750円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13577-0 C2033
A

地域金融機関が担う地方転職
―ポスト2020の経営人材紹介―
日本人材機構編著
2020.９刊

倒産処理実務に精通する執筆陣が、法的

Ａ５判・上製・292ページ 定価3,080円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13586-2 C2033
A

徴と効用とは。持株会社化の検討で生じ
る疑問に、Q&A でわかりやすく回答。
構想段階、検討開始から移行完了後ま
で、持株会社化のすべてのフェーズを網
羅。経営者・管理部門職員に最適！
コロナ禍を経て、地方転職が首都圏人材
の新たな選択肢になりつつあるいま、地
域金融機関が伴走型支援サービスの一環
として、人の力による真の「地方創生」
を促進していく道筋を提示する。
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実践的中小企業再生論

〈第3版〉
藤原敬三著

2020.７刊

中小企業再生のための実務指針の最新
版。中小企業再生支援協議会の運用改善
や、「経営者保証ガイドライン」の策定
と運用開始、金融検査マニュアルの廃止

Ａ５判・412ページ 定価4,180円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13541-1 C2032
C

事業再生・倒産実務全書

など、最新の実務動向を踏まえて記述を
アップデート。
実務と理論の最前線から、私的整理と法
的整理における重要論点を詳解し、多く
の重要な事業再生事例を収録した決定

松下淳一・相澤光江編集代表
2020.７刊

Ａ５判・上製・852ページ 定価9,900円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13518-3 C2032
A

高杉課長のコンサル手帖
―地方銀行の新潮流―

ワイエムコンサルティング株式会社・
竹本順司・福田謙二・佐々木一彰・箱崎博信著
2020.２刊

四六判・184ページ 定価1,320円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13534-3 C2034
D

会社を強くする承継の鉄則
―経営・所有・家族の承継プランニング―

三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社
コーポレートアドバイザリー部著
2020.１刊

Ａ５判・180ページ 定価1,980円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13512-1 C2033
A

サービサーと事業再生

―中小企業を支える黒子の知られざる実像―
あおぞら債権回収株式会社著
2019.12刊

Ａ５判・180ページ 定価2,200円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13511-4 C2032
A

町工場の経営支援

版！

M & A、相殺・否認、担保、保

証、債権法改正、国際倒産、会計・税務
等の重要論点を網羅。
地方銀行の現役銀行員が執筆！きれいご
とではすまされない事業承継・M&A の
リアルな姿を、小説にて書き下ろしたコ
ンサルティング実録です。事業承継・
M&A の実務家、金融機関職員またはそ
れらに関心のある方にお勧めの１冊です。
親族間の事業承継を円滑に進めるための
ノウハウが満載！

計画の立案から承継

後の持続的成長の支援まで、実績豊富な
コンサルタントが、「経営・所有・家族」
の三つの視点で事業承継・ファミリービ
ジネスのポイントをわかりやすく解説。
金融行政の歴史の中で変遷してきたサー
ビサーの役割を紹介するとともに、事例
を交えながらサービサーが事業再生の場
面で果たしている役割を解説する。サー
ビサーが歩んできた20年の道のりを記し
クロニクル

た年代記、待望の刊行！
製造業に対する事業性評価や本業支援は
どのようにあるべきか――支援の重要ポ
イントや経営者へのインタビューの仕方

宇崎
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勝著

2019.10刊

を、モノづくりの現場経験があるビジネ
Ａ５判・252ページ 定価2,970円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13484-1 C2033
A

スコンサルタントが解説。中小企業支援
担当者が実務で使えるノウハウが満載！
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中小企業 M&A 実務必携

M&A は経営戦略を実現するためのツー

M&A 手法選択の実務
熊谷秀幸・村木良平・雙木達也・慎
2019.３刊

ルであると捉え、各手法の活用コンセプ
トを理解する「M&A 脳」を養成する実

純敏著

Ａ５判・332ページ 定価3,960円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13444-5 C2033
D

〈KINZAI バリュー叢書〉

共通価値創造への挑戦

―勝ち残る地銀、生き返る製造業―
平山賢二著

2018.５刊

四六判・252ページ 定価1,760円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13256-4 C2033
A

本業支援と企業価値向上の
ための事業性評価入門

フロンティア・マネジメント株式会社編／近藤俊明・
後藤尊志著／中平 徹・山川寛之執筆協力
2017.９刊

Ｂ５判・64ページ 定価1,100円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13214-4 C2033
A

医療機関の経営力
―事業性評価の基礎―
青山竜文著

2017.３刊

務書。日本 M&A センターの豊富なノウ
ハウを具体的事例によって説明してお
り、実践的に M&A の手法が学べる一冊。
2008年、リーマンショック後の急激な円
高によって窮地に陥った岡山県の刈払
機・草刈機メーカーに、メインバンクの
広島銀行はコンサルタントとして著者を
送り込んだ。地方創生を担う地銀が仕掛
ける、製造業の V 字回復物語。
経験の浅い法人営業担当者でも、財務情
報と非財務情報を融合しながら顧客企業
の事業性を正しく把握し、融資判断・支
援方針決定に活用できる力が身につく。
顧客企業の成長戦略を一緒に考えていく
ツールとしても使える実践的教科書。
地域医療構想・地域包括ケアシステムな
ど、医療施策が大きく変化する状況下、
質の高い医療の持続的提供に向けて、医
療機関が抱える課題・定性的要素を明ら

Ａ５判・172ページ 定価1,540円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13066-9 C2033
A

JA 債権回収の実務

かにし、金融機関による事業性評価の実
践に必要となる基礎材料を提示。
購買未収金や畜産購買貸越金、組合員口
座貸越金など JA の債権回収に特有の論
点について、30年以上にわたり弁護士と

官澤里美著

2017.３刊

して JA からの相談や法的手続を受任し
Ａ５判・188ページ 定価2,200円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13065-2 C2032
A

地域金融機関と会計人の連携
―中堅・中小企業の創業・成長・事業承継・再生支援バイブル―
長谷川佐喜男・西川吉典著
2016.４刊

四六判・上製・344ページ 定価3,960円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12863-5 C2033
A

てきた著者が、具体的な設例に基づき
「実務の勘所」を丁寧に解説。
「地元に根を張る会計人と金融機関が連
携すれば、そのシナジー効果で地域社会
の発展に貢献できる」…中小企業に求め
られるコーポレートガバナンスやオー
ナー経営者のための事業承継・相続ス
キーム等、著者の経験に基づく解説書。
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事業承継で生まれ変わる
―後継者による中小企業の経営革新―
日本政策金融公庫総合研究所編
2015.８刊

四六判・304ページ 定価1,980円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12809-3 C2033
B

地方創生に挑む地域金融

過去の成功事例から学び、入念な準備さ
え怠らなければ、事業承継は企業を生ま
れ変わらせるチャンスになる。経営革新
に成功した中小企業に取材・分析し、事
業承継を成功させるためのパターンを解
明。経営者や後継者の座右の書。
アベノミクスの目玉「地方創生」＝「ま

―「縮小」阻止へ 金融 ·資本市場からのアプローチ―

ち・ひと・しごと創生」のために、地域

岩崎俊博編／
㈱野村資本市場研究所著

金融資産の動きとライフ・プランニン

2015.５刊

Ａ５判・316ページ 定価3,190円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12668-6 C2033
A

業界別事業再生事典
鈴木 学／
山田ビジネスコンサルティング株式会社編

2015.３刊 Ａ５判・上製・1,640ページ 定価16,500円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12670-9 C2032
C

REVIC による
地域の再生と活性化
㈱地域経済活性化支援機構著
2015.３刊

Ａ５判・196ページ 定価2,035円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12637-2 C2033
A

〈法人融資手引シリーズ〉

債権回収〈第２版〉
旗田

庸著

2015.３刊

Ａ５判・308ページ 定価3,300円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12590-0 C2032
A

〈新版〉
（上）

東京地裁会社更生実務研究会編著

88

グ、地域金融機関のビジネスモデル改革
などの観点からアプローチする。
事業再生の第一線で実務に携わる弁護士
とコンサルタントが、60業界について
分析・解説した本邦初の体系書。業界の
基本的な事項から、窮境に陥る要因、財
務リストラを伴う抜本策など実務上の論
点まで丁寧に紹介。
事業再生と成長の両輪で地域活性化を図
る官民ファンド、地域経済活性化支援機
構（REVIC ）の、根拠法解説、業務内
容、活動事例を詳解。地方創生を進める
地域企業や地元自治体の重要なパート
ナーとなりうる REVIC のすべて。
債権回収のバイブル、約10年ぶりの全
面リニューアル。債権回収のためのあら
ゆる手法・ノウハウを１冊に凝縮。近時
の法改正、新判例もフォロー。金融機関

会社更生の実務

2014.10刊

金融はどのような貢献ができるか。個人

Ａ５判・上製・452ページ 定価5,500円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12575-7 C2032
A

だけでなく、すべての管理回収担当者必
携の書。
最新実務を反映すべく東京地裁民事第８
部の裁判官と書記官が総力を結集した待
望の改訂版。上巻では、手続一般、申立
て、開始前の保全措置、開始決定、開始
決定の効果、管財人について Q&A86問
で解説。
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会社更生の実務

〈新版〉
（下）

東京地裁会社更生実務研究会編著
2014.10刊

Ａ５判・上製・424ページ 定価5,500円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12576-4 C2032
A

〈KINZAI バリュー叢書〉

ゼロからわかる

事業再生

四六判・232ページ 定価1,320円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12350-0 C2033
A

〈KINZAI バリュー叢書〉

最新私的整理事情
田口和幸・加藤寛史・松本卓也・ロングブラック
パートナーズ著
2013.７刊

四六判・244ページ 定価1,980円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12327-2 C2032
A

金融機関のための

倒産・再生の実務
松嶋一重・粟澤方智編著
2013.６刊

関、共益債権・開始後債権、更生債権
等、更生債権等の届出、更生債権等の調
査、更生債権等査定、株主、更生計画、
手続の終了、外国倒産・雑則について
Q&A79問で解説。
「事業再生」と「倒産現象」を社会的にど
のように理解したらよいか、経済的にど
のように理解したらよいかを60頁で、

松嶋英機編著／横山兼太郎著
2013.７刊

下巻では、管財人の職務、その他の機

Ａ５判・492ページ 定価3,960円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12303-6 C2032
C

倒産手続を鳥瞰的に140頁で解説。金融
機関職員をはじめ事業再生にかかわるす
べての方に最初によんでもらいたい１冊。
協議会手続のリスケジュールによる再生
事例、DIP ファイナンスとリスケジュー
ルによる再生事例、第二会社方式による
再生事例、DDS による再生事例、ファ
ンドによる再生事例、ADR と協議会手
続の併用による再生事例などを紹介。
企業の倒産・再生に直面した場合、正確な情報収
集を行い、債務者、管財人、監督委員、裁判所や
他の債権者との間で適切なコミュニケーションを
取り、主張すべきは主張し、交渉を積み重ねるこ
とが必要になる。本書は、このような基本的視座
から、債権者としての実務対応を示す。

実践的中小企業再生論

取引先支援に取り組む地域金融機関に向

―「経営改善計画」策定の理論と実務―

書。中小企業経営者の本音を引き出し、

〈別冊版〉
藤原敬三著

2013.４刊

Ａ５判・164ページ 定価1,540円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12305-0 C2032
C

東日本大震災に伴う

仙台地裁の事務処理・運用
安福達也著

2013.３刊

けた経営改善計画策定の懇切丁寧な指南
経営改善の具体的な道筋を描くための手
法を詳しく解説。

「金融法務事情」の連載で採り上げた論点
を体系的に整理し、その後の状況や掲載
に至らなかった論点を加筆。有事の際の
裁判所における１つの対応例を記録化・

Ａ５判・244ページ 定価2,750円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12319-7 C2032
C

資料化、被災地である仙台地裁の裁判官
が自ら綴った、法曹関係者必携の書！
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〈KINZAI バリュー叢書〉

債権回収の初動
島田法律事務所編
2013.２刊

2013.１刊

Ａ５判・236ページ 定価2,640円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12192-6 C2032
C

伸びるビジネスが診えるようになる
宏著

2012.２刊

Ａ５判・200ページ 定価1,781円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11959-6 C2033
B

―小説 事業再生への途―

2012.２刊

Ａ５判・356ページ 定価2,640円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11972-5 C2033
A

Q&A 地域金融機関と
コンサルティング機能
浅井弘章・高橋俊樹・千葉真司著

Ａ５判・192ページ 定価2,200円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11954-1 C2033
A

「コンサルティング能力」強化シリーズ

「製造業」に対する目利き能力を高める

―金融機関の行職員は製造業の現場で何をどのような視点でみるべきか―
株式会社アットストリーム著
2011.11刊

90

今後増加することが見込まれる「任意売
却」手続。様々な任意売却の取扱いを採
り上げ、関連書式とともに詳説。司法書
士、不動産業従事者、金融機関・事業会
社の債権管理・回収の担当者必読。
環境、新エネルギー、医療・介護、農
業、観光、文化等、注目される分野を成
長軌道に乗せるためのポイントを示すと
出すノウハウを満載。筆者は元三菱東京
UFJ 銀行の調査室長で産業構造に熟知。
アメリカ事業再生の実務がリアルに体感
できる企業小説。随所に用語解説が加え
られ、読みながら自然と頭の整理もつ
く。実務に精通した筆者ならではの本邦

「コンサルティング能力」強化シリーズ

2011.12刊

務者との交渉などを詳解。

ともに、真の成長力のあるビジネスを見

ステークホルダー
堀内秀晃著

ろなく伝授！信用悪化時の基本動作、債

士はもとより、サービサー職員、弁護

成長産業目利き講座

石毛

権回収の初動時の適切な対応を余すとこ

四六判・248ページ 定価1,540円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12177-3 C2033
A

任意売却の登記
あ・ら・かると
大野静香著

不良債権処理の全体像を念頭に置いた債

Ａ５判・228ページ 定価2,200円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11943-5 C2033
A

初の小説事業再生本。

地域金融機関がコンサルティング機能を
十分に発揮するために、営業店の職員が
知っておくべき基本的な考え方を、
Q & A 形式にてわかりやすく解説。支店
長、法人渉外、融資担当者をはじめ、地域
金融機関のすべての営業店職員必読の書。
「営業力」「マネジメントの仕組み」「情
報システム」「組織・人」など定性的な
経営資源の見方やチェックポイントを具
体的に解説。工場訪問時の基本的な着眼
点、在庫構造問題など「現場をみる」た
めのポイントと事例を記載。
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地域金融「哲学」
シリーズ

動産評価と
リレーションシップバンキング
多胡秀人監修・著、久保田
2011.６刊

清・尾川宏豪著

四六判・188ページ 定価1,980円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11736-3 C2033
A

リレーションシップバンキングと
知的資産
村本

Ａ５判・上製・336ページ 定価4,180円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11623-6 C2033
A

地域金融「哲学」
シリーズ

地域活性化とリレーションシップバンキング
多胡秀人監修・著／井須孝誠・内田芳樹・鹿児島銀行
営業支援部・西堀 武・北白川 智・呉 雅俊著
2010.12刊

四六判・312ページ 定価2,420円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11735-6 C2033
A

地域金融「哲学」
シリーズ

金融円滑化とリレーション
シップバンキング
多胡秀人監修・著／長濵裕士著
2010.12刊

別に動産評価・処分のポイントについて
も事例研究で詳述。動産評価のスペシャ
リストたちが渾身の筆力でまとめ上げた
本邦初の動産評価「虎の巻」。
リレバン W G 委員等を務めた、地域金
融・リテール金融研究の第一人者による
地域金融論。担保や保証に過度に依存し
ない融資に向け、ソフト情報や非財務情

孜著

2010.12刊

動産の評価・管理の流れや新流通市場
「ReMarket 」について詳細に解説。業種

四六判・280ページ 定価2,200円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11734-9 C2033
A

報といった知的資産の活用やリレバンの
理論的基礎を徹底解説！
地域活性化の実現に向け、地域金融機関
に必要な経営哲学と具体的施策は何か？
本書では、産業構造の転換を側面から支
援した稚内信用金庫の“理念”を紹介し
た後、それに即して地域金融機関の役割
と地域活性化のキーワードを解説。
金融円滑化法の要諦は「リレーション
シップバンキングの再構築」にあるとの
認識に基づき、本書ではリレバン再構築
に向けた地域金融機関の戦略検討上のポ
イント、適正人員の配置、人材の育成・
質的向上などについて言及。
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民 事 法
預託等取引に関する法律の解説

消費者庁の立案担当者による、改正預託
法の逐条解説！

販売を伴う預託等取引

を原則禁止するなど大幅な改正が行われ

落合英紀著

2022.５刊

た令和３年改正について詳解。改正法・
Ａ５判・200ページ 定価2,200円（税込⑩）
ISBN978-4-322-14150-4 C2032
A

Q&A

収録し、参考資料も充実。
所有者不明土地の解消に向けた新制度に

令和3年改正民法・改正不登法・
相続土地国庫帰属法
村松秀樹・大谷
2022.３刊

詳解

施行令の新旧対照表や施行規則の全文も

太編著

Ａ５判・432ページ 定価4,950円（税込⑩）
ISBN978-4-322-14022-4 C2032
C

商業登記〈全訂第3版〉

ついて背景から実務上の要点まで立案担
当者が詳しく解説！

所有者不明土地の

発生予防と利用の円滑化のための新制度
について、全15３問の Q&A でわかりやす
く詳説。
令和元年会社法改正により新設された株
式交付制度や支店所在地における登記の
制度の廃止のほか、印鑑提出義務が削除

筧

康生・神﨑満治郎・土手敏行編集代表

2022.２刊 Ａ５判・上製・2,644ページ 定価33,000円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13973-0 C2032
C

実務詳説

特許関係訴訟〈第4版〉

された改正商業登記法についても解説。
司法書士・弁護士、企業の融資・法務・
経営管理担当者必読の１冊。
特許裁判実務に通暁する元知財高裁所長
による待望の第４版。平成28年（2016年）
の第３版刊行以降の最新の法改正、判
例・裁判例を取り込み、特許関係訴訟実

髙部眞規子著
2022.１刊

Ａ５判・上製・540ページ 定価6,600円（税込⑩）
ISBN978-4-322-14000-2 C2032
C

「氏名の読み仮名の法制化に関
する研究会取りまとめ」の解説
月刊登記情報編集室編著
2021.12刊
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Ａ５判・236ページ 定価3,300円（税込⑩）
ISBN978-4-322-14021-7 C2032
C

務の到達点と展望を示す。特許関係訴訟
の到達点を解説する。
氏名の読み仮名の法制化にあたっての制
度設計の方向性を示した研究会取りまと
めを解説。取りまとめ本文と計７回の研
究会資料付き。本書は、氏名の読み仮名
の法制化にあたっての制度設計の方向性
を示している。
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知的財産権訴訟の煌めき
―髙部眞規子裁判官退官記念論文集―

髙部眞規子裁判官退官記念論文集編集委員会編

2021.12刊 Ａ５判・上製・784ページ 定価16,500円（税込⑩）
ISBN978-4-322-14009-5 C2032
C

令和元年改正民事執行法制の
法令解説・運用実務〈増補版〉
内野宗揮・剱持淳子編著
2021.12刊

Ａ５判・336ページ 定価3,300円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13989-1 C2032
C

登記六法〈2022年版〉

詳細

山野目章夫・筧 康生・鈴木龍介編集代表／
大野静香・小田桐史治・鈴木泰介・田口真一郎・
早川将和・村瀬貴子編集委員

2021.10刊 Ｂ６判・ビニル特装・4,544ページ 定価6,600円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13972-3 C2032
C

民事保全の実務〈第4版〉

（上）

Ａ５判・上製・648ページ 定価6,600円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13967-9 C2032
A

民事保全の実務〈第4版〉

（下）

規子裁判官。その退官を記念して寄せら
れた特許、商標、著作権、不正競争の各
分野をリードする瓊玉の論文集。

増補版では、令和３年５月開始の不動産
に係る情報取得手続、初版に未掲載の差
押禁止債権の範囲変更の申立方法等につ
いて加筆し、改正法施行１年間の運用状
況を新たに書き下ろし。立案担当者によ
る民事執行法・規則等の解説付き。
2021年の『民法』『不動産登記法』改正
法に対応。『相続等により取得した土地
所有権の国庫への帰属に関する法律』
『電子署名及び認証業務に関する法律』
『産業競争力強化法』『犯罪による収益の
移転防止に関する法律』を追加収録。
東京地方裁判所民事第９部（保全部）の
裁判官が、各種保全命令の申立てから保
ともに、新たに設問を追加。上巻では、
「資料編」として事務処理指針である通
達等を収録。
東京地方裁判所民事第９部（保全部）の
裁判官が、各種保全命令の申立てから保
全執行までを詳説。既存設問の再検討と

江原健志・品川英基編著
2021.10刊

の知的財産高等裁判所長を務めた髙部眞

全執行までを詳説。既存設問の再検討と

江原健志・品川英基編著
2021.10刊

知的財産権訴訟の輝ける未来へ―女性初

Ａ５判・上製・624ページ 定価6,600円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13968-6 C2032
A

事業承継法務のすべて〈第2版〉

ともに、新たに設問を追加。下巻では、
「資料編」として最新の運用を踏まえて
内容を改めた関係書式・記載例を収録。
相続法改正、経営者保証ガイドラインの
特則・中小 M&A ガイドラインの策定な
ど、2018年の旧版刊行以降の動向を踏ま

日本弁護士連合会 日弁連中小企業法律支援センター編
2021.９刊

Ａ５判・524ページ 定価4,950円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13963-1 C2032
A

えて全面改訂！

中小企業が新たな成長

ステージに入るために重要な「ポスト事
業承継」についても新しい章を追加。
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「筆界の調査・認定の在り方に
関する検討報告書」の解説
月刊登記情報編集室編
2021.６刊

Ａ５判・120ページ 定価1,650円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13969-3 C2032
C

判例に学ぶ

2021.６刊

た「筆界の調査・認定の在り方に関する
検討報告書」本文とその解説等を収録
し、筆界の調査・認定の在り方への具体
的提言を行う。報告書の本文と計４回の
検討会資料付き。
カード会社勤務30年の法務エキスパー

決済サービスの法務と実務
吉元利行著

本書は、令和３年４月に取りまとめられ

トによる、最新の海外事情含む実務的判
例解説。多様化する決済サービスの問題
解決策を実例にみる。基礎的な判例か

Ａ５判・396ページ 定価3,630円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13849-8 C2032
A

Q&A

ら、デビットカードや決済代行等に係る
希少な判例まで、多数収録。
株主総会に関する規律の見直しや取締役

令和元年改正会社法〈第2版〉

等に関する規律の見直し、社債管理補助

柳田幸三監修／
西岡祐介・高谷裕介編著／祝田法律事務所著

係政省令の改正を踏まえ記述を改め、株

2021.５刊

A５判・404ページ 定価3,960円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13949-5 C2032
A

実務に活かす

判例登記法
加藤新太郎・山野目章夫・鈴木龍介編集代表
2021.４刊

Ａ５判・432ページ 定価4,950円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13555-8 C2032
C

〈全倒ネット実務 Q&A シリーズ〉

通常再生の実務 Q&A150問
木内道祥監修／
全国倒産処理弁護士ネットワーク編
2021.２刊

Ａ５判・452ページ 定価4,950円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13843-6 C2032
C

概説

主総会参考書類の記載事項、事業報告の
記載事項に関する Q&A を新たに増補。
月刊「登記情報」連載からのスピンオフ！
登記関連分野に特化した判例評釈集。実
務家である司法書士・土地家屋調査士に
よる判例評釈が半数を占め、理論面だけ
でなく実践面への対応までもフォローし
た登記実務関係者にお薦めの１冊。
「全倒ネット実務 Q & A シリーズ」最新
刊。手続選択、申立代理人や監督委員と
してのノウハウ、裁判所の指示への対応
や債権者等へのアプローチ方法など、再
生手続に臨む上でおさえておきたいポイ
ントを150の設問で解説。
遺言書保管制度について政省令の内容を

改正相続法〈第2版〉

―平成30年民法等改正、遺言書保管法制定―
堂薗幹一郎・神吉康二編著
2021.２刊
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者制度の創設などの重要論点を紹介。関

Ａ５判・332ページ 定価3,520円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13835-1 C2032
C

盛り込んだ立案担当者による最新の解
説。ポイント欄で重要項目を示し、改正
点の理解を助けるとともに、注で取り上
げる詳細な事例でさらに理解を深める。
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講義

法律相談と事件の受任から、訴状の提

民事訴訟の実務
田子真也著

2020.12刊

出、答弁書・準備書面の提出、争点整
理、証拠提出、立証活動に至る民事訴訟
手続の流れに加え、模擬裁判の進め方や

Ａ５判・268ページ 定価2,860円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13569-5 C2032
A

基礎からわかる供託〈第2版〉

民事執行および民事保全もフォロー。

申請から還付まで供託制度を豊富な図解
と書式で理解する入門書。供託を初めて
利用する方から司法書士・弁護士まで供

磯部慎吾著

2020.12刊

託に関わるすべての方にとって読みやす
Ａ５判・332ページ 定価2,750円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13583-1 C2032
A

破産・民事再生の実務〈第4版〉

破産編

Ａ５判・上製・672ページ 定価7,480円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13556-5 C2032
A

破産・民事再生の実務〈第4版〉

民事再生・個人再生編

永谷典雄・谷口安史・上拂大作・菊池浩也編
2020.10刊

を反映した最新版。
東京地裁破産再生部に所属する裁判官と
裁判所書記官が、破産手続における最新
の運用を詳細に解説。重要な判例や新た

永谷典雄・谷口安史・上拂大作・菊池浩也編
2020.10刊

い１冊。債権法改正等による実務の変更

Ａ５判・上製・560ページ 定価6,380円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13557-2 C2032
A

LegalTech

な実務上の工夫を踏まえて記述内容を刷
新し、各種統計資料も最新情報に更新。

東京地裁破産再生部に所属する裁判官と
裁判所書記官が、通常再生手続および個
人再生手続における最新の運用を詳細に
解説。重要な判例や新たな実務上の工夫
を踏まえて記述内容を刷新し、各種統計
資料も最新情報に更新。
日本最大級の法律事務所の弁護士とリー
ガルテックベンチャーのエンジニア達
が、法務と最先端テクノロジーの融合を

長島・大野・常松法律事務所・MNTSQ 株式会社編
2020.９刊

四六判・224ページ 定価1,980円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13553-4 C2032
A

司法的企業運営
―最近の会社判例から―
門口正人著

2020.７刊

語る！

AI・IoT、自然言語処理と法務

の関わりに関心がある人にとって最適の
入門書。
企業運営・組織管理に求められる「司法
的企業運営」の考え方を盛り込んだ1
冊。会社訴訟や大規模更生事件を数多担
当した元裁判官の筆者が、会社判例を通

Ａ５判・244ページ 定価3,300円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13554-1 C2032
C

じ、企業運営・組織管理のあるべき姿を
実践的に解説。
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Q&A

2020年４月１日施行の改正債権法で始

保証の新実務

まった保証実務に対応。保証意思宣明公
正証書の作成をはじめ、保証に関する改

児島幸良・北川展子・寶田圭介著
2020.５刊

四六判・120ページ 定価1,320円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13547-3 C2032
C

Q&A

内野宗揮編著／吉賀朝哉・松波卓也著

Ａ５判・544ページ 定価5,500円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13540-4 C2032
C

論点解説

2020.３刊

「附則」「民事執行及び国際的な子の奪取
の民事上の側面に関する条約の実施に関
する法律の一部を改正する法律新旧対照
条文」「民事執行規則等の一部を改正す
る規則新旧対照条文」も掲載。

主要論点を徹底解説。改正民事執行法
（令和元年法律第２号）を13の論点で抽
出し、改正の趣旨・内容、民事執行実務

A５判・276ページ 定価3,850円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13490-2 C2032
C

第三者委員会

〈改訂版〉

設置と運用

本村 健編著者代表／青木幹雄・永口 学・
上島正道・河江健史・髙山 梢・髙山清子編著
2020.３刊

できるだけかみ砕いて解説。

令和２年４月１日施行改正民事執行法の

令和元年改正民事執行法
山本和彦監修

ような影響を与えるのかについて50問を

立案担当が執筆した176の Q&A。「要綱」

令和元年改正民事執行法制
2020.４刊

正が債権者である金融機関の実務にどの

Ａ５判・384ページ 定価4,180円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13498-8 C2032
A

practical

への影響を詳説。改正民事執行規則、改
正民事訴訟費用規則の内容も織り込んだ。
調査委員会実務に関与する専門家・担当
者必携の書！

最新動向を踏まえて大幅

アップデート。初版の執筆陣に加え、調
査案件に多数従事した公認会計士も参
加。さらに「第三者委員会ドットコム」
掲載事例を鳥瞰する一覧表を掲載。

金融法務
債権法改正〈第２版〉

保証債務、債権譲渡、定型約款、消費貸

三井住友銀行総務部法務室著／
井上 聡・松尾博憲編著

および手続などを初版よりも詳細に解説。

2020.３刊

月刊登記情報編集室編
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施行に対応した約定書・チェックシート

Ａ５判・536ページ 定価5,830円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13530-5 C2032
C

「民法・不動産登記法（所有者不明土地関
係）等の改正に関する中間試案」の解説
2020.３刊

借、預貯金契約の章につき大幅改訂。

Ａ５判・284ページ 定価2,750円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13539-8 C2032
C

所有者不明土地問題の解決に向けた道し
るべ。【法制審議会−民法・不動産登記
法部会】の中間試案（2020年１月10日公
表）を解説。「中間試案本文」と法務省
民事局参事官室・民事第二課の「補足説
明」付き。

民 事 法

Q&A

改正債権法により変わる保証実務を立案

改正債権法と保証実務
筒井健夫・村松秀樹・脇村真治・松尾博憲著
2019.12刊

Ａ５判・240ページ 定価3,080円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13494-0 C2032
C

木村がホンネで語る

最新回収実務の肝
木村真也著

2019.12刊

新たに導入される保証意思宣明公正証書
の作成手続、情報提供義務の新設、個人
根保証に関する改正についても詳説。

効率的に債権回収の成果を上げるための
きも

エッセンス（肝）を話し言葉で解説！
著者が経験してきた債権回収案件・訴訟
事件・倒産事件に基づく実践的内容。

四六判・160ページ 定価1,980円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13523-7 C2032
C

〈全倒ネット実務 Q&A シリーズ〉

破産実務 Q&A220問
木内道祥監修／
全国倒産処理弁護士ネットワーク編
2019.11刊

担当者が Q&A により解説！改正により

Ａ５判・528ページ 定価5,830円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13524-4 C2032
C

破産管財の実務〈第３版〉

2020年４月に施行される新債権法で変わ
る管理・回収の具体的手法も解説。
破産実務の全場面を網羅する決定書
望の最新版！

待

最前線で活躍する弁護士

が、実務で直面する事例・論点・課題を
Q&A 方式で解説。最新の実務運用、判
例等を踏まえて、『破産実務 Q&A200問』
を大幅にアップデート。
債権法改正や旧版以後に現れた裁判例の
影響などに基づいて内容を改めるととも
に、章立てや設問を全面的に再構成。破

第一東京弁護士会総合法律研究所倒産法研究部会編
2019.11刊

Ａ５判・上製・804ページ 定価7,480円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13475-9 C2032
A

Q&A 外国人との共生社会にお

ける金融実務

虎門中央法律事務所編／
浜本 匠・荒井隆男・高橋泰史編集代表
2019.９刊

Ａ５判・280ページ 定価3,520円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13485-8 C2032
C

「登記制度・土地所有権の在り方
等に関する研究報告書」の概要
一般社団法人金融財政事情研究会編
2019.８刊

A５判・416ページ 定価4,180円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13476-6 C2032
C

産管財実務の新たなスタンダードテキス
ト９年ぶりの全面改訂！

2019年４月施行の改正入管法により増加
が見込まれる在留外国人に関して、金融
機関への影響や、実務対応上の留意点等
を Q&A 形式で解説する。外国人との共
生社会の到来に際し、必読の１冊。

所有者不明土地対策の方向性とその課題
とは。登記制度・土地所有権の在り方等
に関する研究会における【研究報告書】
を解説。民法・不動産登記法の見直し等
に関し、研究会での議論を紹介。
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金融取引訴訟実務入門

―被告金融機関の訴訟対応の基礎と留意点―
圓道至剛著

2019.８刊

金融機関が被告となる「金融取引訴訟」
に関して、金融機関の法務担当者が知っ
ておくべき事項を解説する。金融機関の
訴訟代理人として金融取引訴訟に多数関

Ａ５判・280ページ 定価3,520円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13483-4 C2032
C

民法
（相続関係）改正法の概要

与し、民事裁判官として執務した経験を
持つ弁護士が執筆。
好評既刊『民法（債権関係）改正法の概
要』の相続版！

改正相続法と遺言書保

管法を条文ごとに丁寧に解説。法制審議
会の審議内容と資料に基づくわかりやす

潮見佳男編著

2019.５刊 Ａ５判・216ページ 2,530円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13462-9 C2032
C

不動産登記実務総覧〈第4版〉

い記述。

不動産登記実務の体系的な参考書として
広範な支持を得た『不動産登記実務総
覧』が約20年ぶりに刊行！平成16年６月

倉吉

敬監修／寺島

健・小宮山秀史編集代表

2019.３刊 Ａ５判・上製・1536ページ 定価16,500円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13069-0 C2032
A

金融機関の相続手続

〈改訂版〉

弁護士法人琴平綜合法律事務所監修／
北川展子編著
2019.３刊

四六判・256ページ 定価2,200円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13436-0 C2032
A

動産・債権譲渡登記手続の
実務対応 Q&A〈全訂版〉
伊藤

Ａ５判・上製・720ページ 定価7,920円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13441-4 C2032
C

金融機関行職員のための

債権法改正で変わる
事務手続・規定・様式例
桜井達也著

2019.１刊
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じめ、信託法、債権法、相続法改正に対
応して内容を刷新。
改正相続法で預貯金の払戻しの実務はど
う変わるか、簡潔なあらましと詳しい
Q&A で解説。困ったときに役立つ金融
機関職員のポケットブック。法定相続情
報証明制度についても説明。

実務担当官による充実の解説。大幅改訂
で実務のニーズに応える決定版！債権譲
渡登記手続を中心に、設問数を初版の
144問から226問に大幅拡充し、初版発刊

隆著

2019.２刊

に全面改正した新しい不動産登記法をは

Ａ５判・212ページ 定価2,530円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13415-5 C2032
A

後の法令改正にも対応。

債権法改正に伴い、実際に金融機関の事
務手続きをどのように変更したらよいの
かという点について、筆者独自の見解に
よって解説。事務手続例や様式例といっ
た担当者が最も知りたい点について、筆
者オリジナルの案を提示。

民 事 法

所有者不明私道への対応ガイドライン

―複数の者が主有する私道の工事において必
要な所有者の同意に関する研究報告書―
共有私道の保存・管理等に関する事例研究会著
2018.12刊

Ｂ５判・124ページ 定価1,650円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13420-9 C2032
A

相続法改正と金融実務 Q&A

「複数の者が所有する私道の工事におい
て必要な所有者の同意に関する研究報告
書」の書籍化。厳選された35件のケース
スタディを通じ、共有者又は私道の所有
者の一部が所在不明な場合に、工事の可
否を判断する指針を示す。
2018年７月に公布された改正相続法のポ
イントを25問で解説。「配偶者居住権」
「自筆証書の保管制度」「遺留分侵害額請

堀総合法律事務所編
2018.12刊

Ａ５判・128ページ 定価1,320円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13416-2 C2032
A

〈全倒ネット実務 Q&A シリーズ〉

個人再生の実務 Q&A120問
木内道祥監修／全国倒産処理弁護士ネットワーク編
2018.11刊

Ａ５判・324ページ 定価3,520円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13289-2 C2032
C

「登記制度・土地所有権の在り方等に
関する研究会」中間取りまとめの概要
一般社団法人金融財政事情研究会編
2018.10刊

Ａ５判・136ページ 定価2,200円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13414-8 C2032
C

民事保全手続

求権」など新しいキーワードについて、
図を交えてわかりやすく解説。

手続選択、申立てや手続追行のノウハ
ウ、裁判所・個人再生委員からの指示へ
の対応や再生計画案の策定に当たっての
留意点など、個人再生手続に臨む上でお
さえておきたいポイントを120の設問で
解説。
登記制度・土地所有権の在り方等に関す
る研究会（座長＝山野目章夫

早稲田大

学大学院法務研究科教授）における中間
取りまとめの概要を解説。中間取りまと
めに至るまでの計７回の研究会の議事要
旨・資料も収録。
東京地裁民事第９部（保全部）におい
て、民事保全手続の実務全般に携わって
きた著者によるテキスト、待望の刊行。

関

述之著

2018.９刊

Ａ５判・上製・476ページ 定価4,950円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13261-8 C2032
A

インターネット関係仮処分の
実務
関

述之・小川直人編著

2018.９刊

Ａ５判・上製・356ページ 定価4,180円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13277-9 C2032
A

実際に用いられている書式に基づく詳細
な解説や保全部の実務に即した取扱いの
紹介を通じて、手続の全体像を鳥瞰する。
名誉やプライバシーなどの人格的利益を
侵害する記事がネット上に掲載された際
の紛争に対処する仮処分に関して、解説
と多くの書式を掲載。ネットトラブルや
発信者情報開示請求、名誉棄損に関する
紛争などを取り扱う弁護士必携。
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民 事 法

弁護士会照会ハンドブック

弁護士会の審査担当者による弁護士会照
会の代表的な照会事項とその照会理由の
記載例、活用方法等の解説。裁判例を網

佐藤三郎・加藤文人・京野垂日編著
2018.７刊

Ａ５判・352ページ 定価4,620円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13294-6 C2032
C

〈KINZAI バリュー叢書〉

種類株式を活用した
事業承継・相続対策
都井清史著

2018.７刊

四六判・248ページ 定価1,815円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13285-4 C2033
A

民事再生の運用指針

羅して、弁護士会照会制度の手続や課題
を日本弁護士連合会の弁護士会照会制度
委員会の委員らを中心に整理。
事業承継・相続は100％オーナー会社に
とって、それまでは存在しなかった少数
株主が登場する重要なイベントである。
実例に即して、少数株主対応策をわかり
やすく解説。

多くの通常再生事件の申立を受けてきた
東京地裁民事第20部（破産再生部）に所
属する裁判官および裁判所書記官が、民

舘内比佐志・永谷典雄・堀田次郎・上拂大作編
2018.６刊

Ａ５判・上製・568ページ 定価6,380円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13257-1 C2032
A

新債権法が
重要判例に与える影響
松尾博憲・山野目章夫著
2018.６刊

Ａ５判・上製・208ページ 定価3,080円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13245-8 C2032
A

木内道祥先生 古稀・最高裁判事退官記念論文集

家族と倒産の未来を拓く
松川正毅編集代表

2018.３刊 Ａ５判・上製箱入り・848ページ 定価16,500円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13251-9 C2032
C

新成年後見制度の解説

〈改訂版〉

小林昭彦・大門 匡・岩井伸晃編著／
福本修也・岡田伸太・原 司・西岡慶記著
2017.12刊
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Ａ５判・上製・656ページ 定価7,150円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13219-9 C2032
A

事再生法の最新の運用について解説。統
計資料に加え、各種書式や記載例などの
資料や具体的な事例を豊富に掲載。
2020年4月に施行される新債権法におい
て、現行法の下での重要判例はどのよう
に位置付けられることになるのか。改正
の対象となった論点ごとに重要判例・裁
判例の検討を行い、新債権法による実際
の影響を明らかにする。
家事・倒産各分野の第一人者である学
者、実務の先端を担う裁判官・弁護士等
41名が総力を結集。最新の立法・判例を
踏まえ、理論の到達点と実務指針を示
す。裁判実務関係者・弁護士・司法書
士・金融機関法務セクション必携の一冊。
家事事件手続法、家事事件手続規則、成
年後見制度利用促進法の制定や債権法改
正などに対応。法改正の新旧対照表のほ
か、利用動向に関する統計も加え関連資
料もさらに充実。成年後見に関する実務
に携わる方にとって必携の１冊！

民 事 法

新債権法下の
債権管理回収実務 Q&A

増本善丈・大野徹也・鈴木正人・荒井隆男・
髙橋泰史・矢田 悠著
2017.11刊

Ａ５判・288ページ 定価3,850円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13227-4 C2032
C

破産申立代理人の
地位と責任
全国倒産処理弁護士ネットワーク編
2017.11刊

Ａ５判・388ページ 定価4,180円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13226-7 C2032
C

民事執行法の改正に関する
中間試案
株式会社きんざい編
2017.11刊

Ａ５判・112ページ 定価1,650円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13235-9 C2032
A

100問100答

改正債権法でかわる金融実務
TMI 総合法律事務所編／髙山崇彦編著
2017.９刊

Ａ５判・444ページ 定価4,180円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13210-6 C2032
A

民法
（債権関係）改正法の概要

消滅時効、債務不履行、債権者代位、詐
害行為取消権、保証、債権譲渡、債務引
受、相殺等、改正により影響のある部分
をピックアップ。改正前後の規定内容、
経過措置等を示しながら、実務上の留意
点を46の Q&A で解説。
破産申立代理人とは何か？

弁護士はど

のように行動することが期待されるの
か。それは単に望ましい行動に過ぎない
のか、それとも法的義務なのか。理論考
察、Q & A、裁判例検討の３つのアプ
ローチでその法的地位と責任を探求する。
債務者財産の開示制度の実効性向上、不
動産競売における暴力団員の買受けの防
止など、民事執行法見直しのための議論
が進められている。法制審議会民事執行
法部会が示す、法改正に向けた中間試案
と補足説明の全文、および解説を収録。
120年振りの大改正によって大幅な見直
しが行われた債権法のうち、特に金融実
務に影響がある改正事項について約100
問の Q&A で解説。従来との変更点が金
融実務に与える影響についてこの１冊で
コンパクトに理解可能。
第１弾『民法（債権関係）の改正に関す
る要綱仮案の概要』、第２弾『民法（債
権関係）改正法案の概要』に続くシリー
ズ最新作。改正内容を「正しく」「しっ

潮見佳男著
2017.８刊

Ａ５判・上製・376ページ 定価3,520円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13209-0 C2032
C

信用保証協会保証付融資の
債権管理
両部美勝著／中務嗣治郎監修
2017.７刊

Ａ５判・208ページ 定価2,343円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13098-0 C2032
A

かり」理解したい法律関係者必読の書。

「信用保証協会の保証があるから安心」
は大間違い！本書では、金融機関職員が
保証付融資の管理・回収の際に誤りやす
いポイントを Q&A 形式で解説するとと
もに、事例研究を通じて応用力の涵養を
図ります。実務に役立つ書式例も紹介。
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民 事 法

利益相反の先例・判例と実務

〈全訂第4版〉
中村

詳説

均著

2017.７刊

利益相反実務の定番本、８年振りの新訂
版！

参照する裁判例や先例の見直しを

行うとともに、利益相反取引承認の取締
役会議事録の記載例や会社法595条（持

Ａ５判・600ページ 定価6,380円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13042-3 C2032
A

改正債権法

分会社と業務執行社員）に関する章を新
たに追加し、より使いやすく改訂。
金融実務に影響の大きい17の改正項目に
ついて、第一線で活躍する弁護士、銀行
実務家が重点的に解説。故田原睦夫元最
高裁判事・弁護士が座長を務めた「債権

債権法研究会編
2017.７刊

Ａ５判・上製・544ページ 定価6,600円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13096-6 C2032
C

よくわかる

融取引に与える影響を Q&A 形式でわか
りやすく解説した１冊。図表やイラスト
を用い、平易な文章で解説しているた

堀総合法律事務所編

Ｂ５判・64ページ 定価1,100円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12696-9 C2032
A

JA バンク法務対策200講
桜井達也監修／
一般社団法人金融財政事情研究会編
2017.３刊

集約。
約120年ぶりの民法（債権法）改正が金

改正民法と金融取引 Q&A
2017.６刊

法研究会」における活発な議論・分析を

Ａ５判・上製・932ページ 定価9,900円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13045-4 C2032
A

中国人・台湾人との金融取引

め、新入社員をはじめ金融業務に携わる
すべての方に最適な入門書。
貯金、融資、為替など金融法務の基本事
項から、貯金担保や系統為替などの固有
のテーマまで、JA バンクの役職員が実
務において直面する事項について、法的
な側面を中心に基礎から丁寧にわかりや
すく解説。
急速に拡大する中国人・台湾人の顧客と
の取引について、金融法務のスタンダー
ドなトピックだけでなく、取引の準拠法

瀧本文浩・福谷賢典・許
2017.３刊

明義編著

Ａ５判・356ページ 定価4,180円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13036-2 C2032
A

基礎からわかる表示登記

や適用法令、海外所在の担保不動産への
対応、裁判管轄などについて、100問を
超える Q&A で詳説。
登記申請情報の作成から登記添付情報・
登記識別情報まで、豊富な書式をふまえ
て詳細に解説。初学者には信頼できる教

横山
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亘著

2017.３刊

材として、土地家屋調査士など実務家に
Ａ５判・388ページ 定価3,520円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13032-4 C2032
A

は頼りになるハンドブックとして最適。

民 事 法

株主総会実務必携

株主総会の運営・準備をめぐる論点とベ

柳田幸三監修／
西岡祐介・高谷裕介編著／
祝田法律事務所著

解説。株主総会の招集、書面・電磁的方

2017.３刊

Ａ５判・504ページ 定価5,500円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13044-7 C2032
A

論点解説

ストプラクティスを裁判例をふまえ完全
法による議決権行使、株主提案など235
項目を収録。コーポレートガバナンス・
コード等の最新動向にも対応。
商業登記法の全条文について、実務の最

商業登記法コンメンタール

前線で活躍する編著者がわかりやすく解

神㟢満治郎・金子登志雄・鈴木龍介編著／尾方宏行・小野絵里・
北詰健太郎・喜屋武力・草薙智和・幸先裕明・立花 宏著

法は会社法や商法等と密接な関係にあ

2017.２刊

Ａ５判・上製・560ページ 定価6,600円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13059-1 C2032
C

〈KINZAI バリュー叢書〉

株主代表訴訟とD&O 保険
弁護士法人大江橋法律事務所編
2016.12刊

四六判・188ページ 定価1,650円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13035-5 C2033
A

動産・債権譲渡登記の実務

〈第2版〉

り、会社法等に規定する重要な事項の改
正は商業登記法にも重要な影響を及ぼす。
株主代表訴訟に対応するためのビジネス
エグゼクティブ必読の１冊。どのような
場合に会社役員は損害賠償責任を負うの
か、株主代表訴訟および代表訴訟に備え
る D&O 保険はどのようなものかをわか
りやすく解説。
2014年制定の準則（平26・12・22民商
128号）に対応した待望の第２版。動産
譲渡登記・債権譲渡登記につき、実体的

日本司法書士会連合会編
2016.11刊

説した最新のコンメンタール。商業登記

Ａ５判・400ページ 定価3,630円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12892-5 C2032
C

私的整理の実務 Q&A140問

権利関係を整理。各種登記申請手続、登
記ファイル・証明書について、多数掲載
した記載例等も更新し、実践的に詳説。
第一線で活躍する弁護士・公認会計士
が、私的整理の概要、各手続の長所・短
所や選択の基準、各種計画策定のポイン

全国倒産処理弁護士ネットワーク編
2016.10刊

Ａ５判・432ページ 定価4,180円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13027-0 C2032
C

アジアにおけるシンジケート・
ローンの契約実務と担保法制
西村あさひ法律事務所編著
2016.８刊

トや税務・会計上の留意点等を詳述。

Ａ５判・304ページ 定価3,300円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13019-5 C2032
C

西村あさひ法律事務所東京事務所のファ
イナンスプラクティスグループ、同シン
ガポール事務所およびアジア各拠点に所
属する弁護士による、アジアにおけるシ
ンジケート・ローンの初の解説書。
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逐条解説

「不動産登記事務取扱手続準則」は、不

不動産登記事務取扱手続準則
月刊登記情報編集室編
2016.8刊

Ａ５判・上製・400ページ 定価4,180円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13017-1 C2032
C

〈KINZAI バリュー叢書〉

日常生活支援から始まる
成年後見事業

尾川宏豪・一般社団法人全国地域生活支援機構著
2016.７刊

四六判・232ページ 定価1,760円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12898-7 C2033
A

実務ガイド

―会社非訟事件の実務と展望―

亨・山下知樹編／大阪商事研究会著

2016.３刊

最新

定め、登記事務を適正・円滑に処理する
上で必要不可欠な事項を規定している。
平成16年改正不動産登記法に対応する準
則に関する唯一の逐条解説書。
「成り行き任せの老後」にしないための
処方箋！超高齢社会の問題解決に向け
て、買い物や病院の付き添いなどの日常
生活支援を分析。市民団体や金融機関が
取り組む成年後見事業を実例付きでわか
りやすく紹介。
大阪地裁商事部の総力を結集した新・会

新・会社非訟〈増補改訂版〉
松田

動産登記事務処理に関する運用方針等を

Ａ５判・上製・512ページ 定価4,950円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12871-0 C2032
C

根抵当権実務〈補訂版〉

社非訟事件の実務ガイドを最新の改正法
規を踏まえて増補改訂。平成27年5月施
行の改正会社法を踏まえていち早く内容
を見直し、新たに現物出資等検査役選任
などについて４つの章を加筆。
代表者の資格を証する情報に代えて会社
法人等番号等の提供を認める不動産登記
令と不動産登記規則の改正に対応した補

青山

修著

2016.３刊

訂版。登記識別情報の QR コード形式に
Ａ５判・280ページ 定価2,970円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12860-4 C2032
C

注釈破産法（上）
田原睦夫・山本和彦監修／
全国倒産処理弁護士ネットワーク編
2015.12刊

Ａ５判・上製・960ページ 定価9,350円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12833-8 C2032
C

注釈破産法（下）
田原睦夫・山本和彦監修／
全国倒産処理弁護士ネットワーク編
2015.12刊
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Ａ５判・上製・904ページ 定価9,350円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12834-5 C2032
C

も対応し、豊富な書式例でわかりやすく
解説。
最新の実務運用、判例、学説・理論の集
大成！

倒産法制と実務に精通した裁判

官と弁護士が、破産法の解釈上の争点に
指針を示す逐条解説。上巻は「第１章
総則」から「第４章

破産債権」まで、

第１条〜第147条の解説を収録。
最新の実務運用、判例、学説・理論の集
大成！

倒産法制と実務に精通した裁判

官と弁護士が、破産法の解釈上の争点に
指針を示す逐条解説。下巻は「第５章
財団債権」から「第14章

罰則」ま

で、第148条〜第277条の解説を収録。

民 事 法
〈KINZAI バリュー叢書〉

会社法入門
栗原

脩著

2015.12刊

四六判・312ページ 定価2,200円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12830-7 C2033
A

後見人の見方

一般社団法人後見の杜著

Ａ５判・176ページ 定価1,980円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12811-6 C2032
A

逐条解説

不動産特定共同事業法
松本岳人著
2015.９刊

Ａ５判・上製・440ページ 定価5,280円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12820-8 C2032
C

実務詳説

不正競争訴訟
髙部眞規子著
2020.12刊

Ａ５判・上製・400ページ 定価5,830円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13836-8 C2032
C

実務詳説

著作権訴訟〈第２版〉
髙部眞規子著
2019.12刊

Ａ５判・上製・476ページ 定価5,830円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13514-5 C2032
C

実務詳説

商標関係訴訟
髙部眞規子著
2015.９刊

にも基礎的な理解ができるように、会社
法制定に至る歴史的背景や、設立、株式
機関、資金調達、計算、組織再編などに

金融機関のための

2015.10刊

日ごろ法律になじみのない一般の社会人

Ａ５判・上製・332ページ 定価3,960円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12827-7 C2032
C

ついてわかりやすく解説。複雑な会社法
を明解に読み解くことができる入門書。
「明日はわが身の成年後見」、後見人に関
する金融機関からのさまざまな問い合わ
せに対応してきた豊富な実績をもとに
「後見登記事項証明書」など50の書式で
後見人の要点と心得を解説。

平成25年、26年の改正法令の企画・立案
から、その後の不動産特定共同事業者の
監督、検査等に携わった著者が書き下ろ
した本格的な解説書。新設された「特例
事業」に関しても、立法の背景やパブコ
メ等を踏まえ具体的に詳述。
知財裁判実務の深層に迫る、好評シリー
ズ第４弾。営業秘密やブランドを保護
し、形態模倣や品質・原産地誤認の表示
を禁止するなど、健全な商取引と国民経
済の健全な発展するための不正競争防止
法。その訴訟実務の最先端を明らかに。
知財高裁現役裁判官が執筆する「実務詳
説シリーズ」第２弾の『実務詳説著作権
訴訟』を、相次ぐ法改正、最新の重要判
例等を取り込んで、大幅に加筆した。デ
ジタル技術の発達によりめまぐるしく変
化する著作権訴訟の到達点がここに。
知的財産法の訴訟実務を説き明かす「実
務詳説シリーズ」第３弾。平成26年改
正を踏まえた新しい商標関係訴訟を知的
財産高等裁判所の現役裁判官が解説。進
展するグローバル化に対応し、渉外（国
際）事件をめぐる論点も詳述。
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新しい相続法制の行方
平田

厚著

2015.９刊

四六判・252ページ 定価1,760円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12816-1 C2033
A

Ａ５判・216ページ 定価1,980円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12824-6 C2032
D

ゼロからわかる

知的財産のしくみ
2015.８刊

四六・216ページ 定価1,980円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12692-1 C2033
A

新版

森冨義明・東海林

保編著

Ａ５判・上製・336ページ 定価4,400円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12683-9 C2032
A

競売不動産評価の理論と実務

〈第２版〉

全国競売評価ネットワーク監修
2015.４刊

Ａ５判・上製・580ページ 定価5,390円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12634-1 C2032
C

破産管財の手引〈第2版〉

（CD-ROM 付き）
中山孝雄・金澤秀樹編
2015.３刊
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部会」での改正検討事項を平易に解説。

決のヒントは裁判例にあった！

多くの

相続遺言トラブルを見てきた著者がわか
遺産分割協議書の作り方などの相談事例
をはじめ、相続に悩む方に最適な指南書。
一読すれば知的財産のアウトラインと勘
所をつかめる入門書。特許権を取得すれ
ばどのように活用することができるかな
ど、40あまりの Q&A で解説。著者は特
許庁や経産局で中小企業向け知的財産戦
略関連の委員を歴任している弁理士。
証拠保全のバイブルを９年ぶりに全面刷

証拠保全の実務
2015.８刊

報告書と、「法制審議会民法（相続関係）

りやすくアドバイス。相続人の調べ方や

〈KINZAI バリュー叢書〉

土生哲也著

たり相続関係事件に関与してきた著者

相続と遺言に関する不安や悩み、その解

相続と遺言の相談25選
2015.８刊

戦後５回

目となる相続法の大改正、四半世紀にわ
が、「相続法制検討ワーキングチーム」

裁判例でお答え

北野俊光著

相続法改正への視点は何か？

Ａ５判・上製・556ページ 定価5,280円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12662-4 C2032
C

新。東京地方裁判所の現役裁判官が、証
拠保全の申立てから手続の終了までを書
式例に基づき具体的に解説。弁護士、病
院・医療関係者、使用者である一般企
業、金融商品取引業者など必携の書。
2006年刊行の初版を大幅に刷新。新たに
「競売不動産評価基準」や新評価書の見
本も収録。「競売物件の価格はどのよう
に決まるのか」をこれまで以上にわかり
やすく解説する。不動産競売に携わるす
べての人に向けた１冊。
破産手続の申立てから終局までの実務上
の論点につき指針を提供。基本となる判
例から最新の裁判例までを踏まえ、現状
の実務を平易に解説。実際の管財業務で
利用できるよう、東京地裁本庁で使用す
る書式を CD-ROM に収録。

民 事 法
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リーガル・エクササイズ

―裁判官から見た「法と社会」
「事件と人」―
加藤新太郎著

2015.２刊

四六判・276ページ 定価1,980円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12620-4 C2033
A

倒産法改正
150の検討課題
全国倒産処理弁護士ネットワーク編
2014.11刊

Ａ５判・336ページ 定価3,850円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12625-9 C2032
C

Q&A

の苦労を観察してきた著者による珠玉の
エッセイ。ドラマさながらのエピソード
に世界のロイヤー・ジョークをトッピン
グした洒脱な語り口が、日本の司法のあ
り方への思索に誘う。
倒産法制が抜本的に改正されてから10年
余り、倒産処理実務は大きな進展を遂げ
た。数々の改正提言を俯瞰し、実務的な
視点から論点を集約し、検討課題を明示
する。研究者、裁判官、弁護士、一般企
業や金融機関の実務家必読の書。
「商業登記の仕組みについて知りたいと

商業登記利用案内
土手敏行著

2014.９刊

Ａ５判・296ページ 定価3,080円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12583-2 C2032
A

―信託実務の観点から―
みずほ信託銀行・堀総合法律事務所編

Ａ５判・上製・496ページ 定価6,600円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12570-2 C2032
A

消費者裁判手続特例法・
消費者契約法

Q&A

TMI 総合法律事務所編／髙山崇彦編著
2014.７刊

き」「商業登記の申請全般」「印鑑の提出
や印鑑カードについて知りたいとき」な
ど、目的に応じて参照できる。長年商業

詳解信託判例

2014.７刊

世間の実相、事件当事者の思い、弁護士

Ａ５判・312ページ 定価3,080円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12563-4 C2032
A

一問一答

登記行政に携わってきた著者による解説
書。
2004年信託業法改正、2006年現行信託法
の制定後、本格的に裁判例を詳解した唯
一の書。信託の成立と信託財産、受託
者、受益者、信託と貸付取引、信託の対
外的効力など各分野の判例を概要、意
義、射程まで多角的に検討。
日本版クラスアクションといわれる集団
的被害救済制度を一問一答形式で解説。
消費者裁判手続特例法と消費者契約法を
体系に沿って詳解し、企業側の実務担当
者に必要な実務指針を提示。事業会社の
経営者、実務担当者必読の書。
特別目的会社（SPC ）による事業が可

改正不動産特定共同事業法

能となり、投資活発化が期待される不動

不動産特定共同事業法研究会編／
執筆代表松本岳人

的な考え方から改正内容までを懇切丁寧

2014.６刊

Ａ５判・上製・480ページ 定価6,160円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12567-2 C2032
C

産特定共同事業。立案担当官が法の基本
に解説。法・施行令・施行規則・ガイド
ラインの４段表も所収。
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被災借地借家法・
改正被災マンション法
概説

岡山忠広編著

2014.１刊

修著

2013.12刊

地借家法、改正された被災マンション法に
ついて、立案担当官が解説した初の書。資
料も充実の掲載。とくに関連法規との準用

Ａ５判・224ページ 定価3,080円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12392-0 C2032
C

相続の登記実務
Q&A120問
青山

東日本大震災を受けて制定された被災地借

が複雑とされる被災マンション法につい
て、準用読替表を公刊物として初めて掲載。
月刊「登記情報」好評連載の書籍版。先
例・判例や申請書式を豊富に交えたうえ
で、相続登記手続をわかりやすく解説。
「抵当権と根抵当権の相続」「株式会社に

Ａ５判・352ページ 定価3,740円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12415-6 C2032
C

会社更生の実務 Q&A120問

おける株主と持分会社における社員の相
続」に関する Q&A を追加。
日本航空や武富士などの大型倒産におい
て用いられた倒産処理手続である会社更
生について、実践的指針に即した

全国倒産処理弁護士ネットワーク編
2013.12刊

Ａ５判・384ページ 定価3,960円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12413-2 C2032
C

Q&A120問を精選・解説。東京地裁、大
阪地裁における運用状況について詳細な
巻末資料を付す。

域外適用法令のすべて

米・英・EU・中国（香港）の法令で、

アンダーソン・毛利・友常法律事務所 監修・著／
デービス・ポーク・アンド・ウォードウェル・君合律師事務所・
スローター・アンド・メイ法律事務所著

重大な影響を及ぼす可能性のある重要法

2013.12刊

Ａ５判・上製・444ページ 定価4,620円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12343-2 C2032
B

民事不介入原則の超克
―警察はどこまで支援できるか―

第75回民事介入暴力対策広島大会実行委員会編／
福永 孝著
2013.11刊

Ａ５判・上製・324ページ 定価2,640円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12390-6 C2032
C

3.11と弁護士

―震災 ADR の900日
仙台弁護士会紛争解決支援センター編
2013.９刊
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Ａ５判・216ページ 定価2,200円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12388-3 C2032
C

域外適用によって日本企業の経済活動に
令（独禁法・証券法・税法・贈収賄規制
法・刑事手続・行政手続・民事手続）を
まとめた本邦初の実務書。
ながらく「民事不介入の原則」は呪縛の
如く、民暴対策の警察と弁護士等の関係
をこじらせてきたが、本書は「民事不介
入原則」をいかに乗り越えるか、超克の
法理をわかりやすく、またケーススタ
ディで解明した画期的書籍。
「震災 ADR（裁判外紛争処理手続）」におけ
る37事例を紹介するとともに、震災 ADR の
統計や規則等、充実した資料を掲載。実
際に引き起こされた紛争やその解決に至
るまでの経過を説明。各種 ADR に携わる
弁護士や、地方公共団体の防災担当者必読。

民 事 法
〈KINZAI バリュー叢書〉

最近の不動産の話
四六判・260ページ 定価1,760円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12355-5 C2033
A

SUMMARY

COURT

―ある日の簡易裁判所―
岩田和壽著

2013.８刊

Ａ５判・208ページ 定価1,980円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12351-7 C2032
C

―破産・再生事件における倫理の遵守と弁護過誤の防止―
日本弁護士連合会倒産法制等検討委員会編

Ａ５判・368ページ 定価3,960円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12361-6 C2032
C

田原睦夫先生 古稀・最高裁判事退官記念論文集

現代民事法の実務と理論
一般社団法人金融財政事情研究会編

2013.６刊 Ａ５判・上製箱入・2,304ページ 定価26,400円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12148-3 C2033
A

〈KINZAI バリュー叢書〉

再エネ法入門

―環境にやさしい再生可能エネルギービジネス入門―
坂井

豊・渡邉雅之著

2013.３刊

四六判・320ページ 定価1,980円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12193-3 C2033
A

〈KINZAI バリュー叢書〉

コーポレートガバナンス入門
栗原

脩著

2012.10刊

ス、定期借家住宅に関する契約実務など
トに解説。不動産融資に関わる金融機関
担当者、不動産業者など必読の書。
『月報司法書士』の好評連載「ある日の簡易裁
判所」が待望の書籍化。事務官、書記官、裁判
官が織りなす軽妙な法律談議に耳を傾けれ
ば、くらしの中の法律問題が見えてくる。更

倒産処理と弁護士倫理

2013.７刊

レオパレス問題で注目されたサブリー
不動産にまつわる最近の話題をコンパク

吉田修平法律事務所著
2013.９刊

今話題のサービス付き高齢者賃貸住宅、

新料返還請求や少額訴訟から和解や民事調停
手続まで、様々なテーマが語られる。
懲戒事例や弁護士賠償責任保険の支払事例
の多くを占める倒産事件における過誤防止
について、公開された裁判例等の具体例を
参照しながら Q&A 方式で詳細に解説。弁
護士倫理に関わる論点を多数収録する。倒
産処理実務に携わる弁護士必携の１冊。
2013年４月22日に最高裁を退官された田
原睦夫元判事と関係の深い学者・裁判
官・弁護士・実務家70名が、民法・商
法・倒産法の最新の論点を中心に検討し
た珠玉の論文集。

再生可能エネルギー特措法、再生可能エ
ネルギービジネスの全体像を把握できる
１冊。再エネ特措法の解説とあわせて、
太陽光発電の事業に必要な許認可等や
ファイナンス手法を詳説。

国際比較の視点（ドイツ・フランス・イ
ギリス・アメリカ）に立ちつつ、コーポ
レートガバナンスのあり方を吟味し、企
業の推進力と自主努力を生かす枠組みの

四六判・236ページ 定価1,760円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12164-3 C2033
A

構築を多角的に検討する。
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逐条解説

会社法現代化に伴い整備が行われた際の

投資法人法

法人法において多用される会社法等の準
用条文は煩をいとわず掲載。読替部分、

額田雄一郎編著
2012.８刊

立案担当者が、趣旨・解釈を詳解。投資

Ａ５判・492ページ 定価5,610円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12149-0 C2032
C

全訂

法律中に読替規定を置くもの、政令で読
替規定を置くものに分けて明示。
第三債務者のする執行供託を中心に現行

執行供託の理論と実務
立花宣男編著

2012.６刊

の供託所・裁判所の実務の解釈・取扱い
を詳説。執行供託の機能・性質から受入
手続から払渡手続までを詳説。事例研究

Ａ５判・500ページ 定価5,500円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11965-7 C2032
A

一般法人・公益法人の

10題で具体的実務を検討。弁護士、司法
書士、法務局職員、裁判所職員必読の書。
公益法人制度改革を経て、大きく変わっ

ガバナンスQ&A

たガバナンスのあるべき姿がここに！豊

本村 健編集代表／佐藤弘康・梶谷 陽・赤根妙子・
德田貴仁・宇治野壮歩編著

Q&A で解説！102の裁判例を徹底分析！

2012.３刊

A５判・344ページ 定価2,860円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11968-8 C2032
A

提言 倒産法改正

富なケース・スタディーを含む55問の
一般法人・公益法人の運営管理、機関設
計に携わるすべての方、必読の１冊！
民事再生法の施行を皮切りにした倒産法
制の抜本的な改正からおよそ10年が経過
したのを機に実務の視点から法制度の枠

倒産法改正研究会編
2012.３刊

Ａ５判・316ページ 定価3,520円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11982-4 C2032
C

続・提言 倒産法改正

組みに一石を投じる。大阪弁護士会の有
志と研究者の共著。

新たな16の論点について倒産処理実務
に精通した弁護士、研究者のみならず債
権者の視点も加えた改正提言集。権利行

倒産法改正研究会編
2013.３刊

Ａ５判・308ページ 定価3,520円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12306-7 C2032
C

続々・提言 倒産法改正

使の局面における合理化策、財産管理・
換価局面における新たな制度的手当な
ど、実務の最前線からの視点を重視。
倒産法改正の提言集第３弾。2013年に
公表された『民法（債権関係）の改正に
関する中間試案』に密接に関連した論点

倒産法改正研究会編
2014.３刊
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Ａ５判・312ページ 定価4,070円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12446-0 C2032
C

を第１部で採り上げ、倒産実体法および
手続の合理化に関する論点を第２部で採
り上げている。

民 事 法
〈KINZAI バリュー叢書〉

原子力損害賠償の法律問題
卯辰

昇著

2012.１刊

四六判・224ページ 定価1,980円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11974-9 C2033
A

高齢者向け住宅のすべて
吉田修平法律事務所編著

―分配可能額・自己株式の会計処理・組織再
編の会計処理・差損が生じる場合―
2011.11刊

Ａ５判・416ページ 定価4,180円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11944-2 C2032
A

〈KINZAI バリュー叢書〉

クラウドと法
近藤

浩・松本

2011.10刊

物処分に関する法政策」まで主要論点を
福島の事故をきっかけに提起さ

れる可能性のあるアメリカ型の原子力関
連訴訟も紹介。
2011年10月20日に施行された高齢者住ま
い法とそのビジネス展開を53の Q&A で
解説。「入居契約書」の参考契約、コメ
ント、高齢者住まい法の条文付き。

Ａ５判・308ページ 定価3,080円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11960-2 C2032
A

会社の資本と登記
立花宣男著

原発事故による損害賠償」から「核廃棄
網羅！

Q&A サービス付き

2011.12刊

「原子力発電に内在するリスク」「福島の

慶著

四六判・256ページ 定価1,980円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11942-8 C2033
A

根抵当権の確定と登記

公認会計士や税理士などでも理解が難し
いといわれている会社計算規則。本書で
は会社計算規則、会社法施行規則、企業
会計基準を横断的に解説！

商業登記に

携わるすべての方にとって必読の書。

「クラウドって何？」「クラウドの利用は
個人情報保護法に違反するか？」など素
朴な疑問に対する回答から、サービス事
業者との契約ではどのような点に注意し
たらよいかなど具体的なテーマも解説！
クラウドにかかわる方々に必読の書！
債権管理・回収実務において重要な「根
抵当権の確定」を登記実務の視点から解
説する。確定事由・時期、確定登記の要

大野静香著

2011.９刊

否等、確定の理論を平易に整理し、その
Ａ５判・208ページ 定価2,200円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11933-6 C2032
C

Q&A

自身が使用する各種書式等を多数掲載。
建物が全壊した場合や半壊した場合どう

震災と建物賃貸借
吉田修平法律事務所編著
2011.７刊

手続を実例に基づき詳説している。著者

Ａ５判・204ページ 定価1,760円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11917-6 C2033
A

なるか、入居者が行方不明になった場合
どうしたらよいか、警戒地域に指定され
た場合賃料を払う必要があるかなどサブ
リースに関する問題を50の Q & A で解
説。賃貸業に関わる人々の必読の書。
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震災法務 Q&A
企業対応の実務

荒井正児・石井裕介・小田大輔・松井秀樹編著
2011.６刊

Ａ５判・448ページ 定価3,080円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11920-6 C2032
C

個人の破産・再生手続
―実務の到達点と課題―

日本弁護士連合会倒産法制等検討委員会編
2011.６刊

Ａ５判・384ページ 定価4,400円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11910-7 C2032
C

新倒産法制10年を検証する
―事業再生実務の深化と課題―
伊藤

眞・須藤英章監修・著

2011.１刊

Ａ５判・424ページ 定価4,180円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11881-0 C2032
C

新注釈民事再生法〈第2版〉

（上）第１条〜第153条

才口千晴・伊藤 眞監修
全国倒産処理弁護士ネットワーク編
2010.12刊

Ａ５判・上製 920ページ 定価8,800円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11746-2 C2032
C

新注釈民事再生法〈第2版〉

（下）第154条〜第266条

才口千晴・伊藤 眞監修
全国倒産処理弁護士ネットワーク編
2010.12刊

Ａ５判・上製 700ページ 定価7,150円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11747-9 C2032
C

Q&A

東日本大震災に伴い、現場から寄せられ
る法律相談について、多くの企業を顧問
に持つ弁護士が、英知を結集して未曾有
の事態解決への手引きを示す。人事・労
務、原発問題、不動産、相続、住宅ロー
ン問題など、すぐに使える実践書！
消費者および個人事業者等、個人の経済
生活再生に向けた法的整理の実務的論点
である過払金の取扱い、同時廃止の振分
基準、自由財産拡張制度、再生計画の策
定や履行可能性の判断基準など、倒産処
理に精通した弁護士による解説。
民事再生法施行後10年間の倒産・事業再
生分野の実務を検証し、今後の課題と展
望を網羅した１冊。当会60周年記念『事
業再生戦略部会』シンポジウムの模様も
収録。倒産・再生分野の第一人者らによ
る提言集。
民事再生法施行10年を記念し、待望の改
訂が実現。最新の裁判例、学説、実務を
踏まえたコンメンタール。全倒ネットだ
からできる全国の裁判実務を踏まえた解
説。民事再生に携わる弁護士、金融機関
職員等必携の書。
民事再生法施行10年を記念し、待望の改
訂が実現。最新の裁判例、学説、実務を
踏まえたコンメンタール。全倒ネットだ
からできる全国の裁判実務を踏まえた解
説。民事再生に携わる弁護士、金融機関
職員等必携の書。
会社法解釈上の諸問題について、担当官

会社法の実務論点20講

が明確な解答を提示。役員の任期、補欠

相澤 哲編著／松本 真・清水 毅・小松岳志・
澁谷 亮著

務上解釈が問題となる論点に加え、組織

2009.12刊
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Ａ５判・280ページ 定価3,080円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11545-1 C2032
C

役員の予選、電子公告の公告期間など実
再編や減増資による資本金等の変動など
複雑な計算の規律を Q&A 方式で解説。

民 事 法

倒産手続と担保権

「倒産五法」から「倒産四法」へ全面改
正された新倒産法制下で担保権はどう処
遇されているか、その実相を倒産手続ご

全国倒産処理弁護士ネットワーク編
2006.11刊

Ａ５判・208ページ 定価2,200円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11000-5 C2032
C

不動産競売申立ての
実務と記載例〈全訂3版〉
阪本勁夫著／東京地裁民事執行実務研究会補訂
2005.９刊

Ａ５判・上製・404ページ 定価4,840円（税込⑩）
ISBN978-4-322-10673-2 C2032
A

とに明快に解説。検索に便利な倒産法関
連（破産・民事再生・会社更生法等）の
条文索引を付加。
不動産の競売手続の流れに即し、さまざ
まなケースに応じて申立書・添付書面の
記載方法を具体的に解き明かした実務書
の決定版。東京地裁民事執行センターの
書記官・事務官が現行の執行実務に準拠
して刷新。
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経済・社会

経済・社会
中高年男性の

働き方の未来

都市部大企業に勤める高学歴中高年男性
の意識調査からみえてくる「中高年男性
の仕事観」と「55歳の再就職活動の現
実」。変化を余儀なくされる社会で、70

小島明子著

2022.３刊

四六判・236ページ 定価1,980円（税込⑩）
ISBN978-4-322-14010-1 C2033
A

銀行買収

から求められる中高年人材像とは。
「破綻銀行を外国投資家に売却せよ」

―米系投資ファンドによる韓国大手行の買収と
再生の内幕―
ウェイジャン・シャン著／木下信行訳
2022.１刊

歳まで働ける企業や社会のあり方、企業

Ａ５判・392ページ 定価3,278円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13840-5 C2033
A

飲みの技法

――。ある米系投資ファンドが韓国政府
との厳しい交渉の末に韓国第一銀行を買
収し、収益性を回復させて投下資本の回
収に成功するまでの一部始終を取引責任
者自身が赤裸々に明かした記録。
本書は、飲酒至上主義ともいうべき慣習
が蔓延した宗教改革期のドイツ・バイエ
ルンでまとめられた稀有な奇書の翻訳本

V. Obsopoeus 著／原澤隆三郎訳
2021.10刊

四六判・上製・260ページ 定価2,200円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13988-4 C0039
B

新装版

真経営学読本

である。帝政ローマ時代の言語・韻律・
教養を借景として綴られた「飲酒指導
書」の教えは、現代にもそのまま通じる。
夢は必ず実現する。やり方は無限にあ
る。働く人、起業家、経営者たちの悩み
にすべて答えを示す書。著者が大病を患

福島正伸著

2021.10刊

い、命がけで吹き込んだ幻の CD の書籍
四六判・316ページ 定価1,848円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13495-7 C2033
B

三週間の休暇

版。本書は『真経営学読本』の改装版。

出世レースから外れた消費者金融会社の
女性と何事にも本気になれない契約社員
の人生を変えた３週間。現役証券マン作

町田哲也著

2021.９刊
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家が、自身の金融とのかかわりの根源を
四六判・308ページ 定価1,760円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13978-5 C0093
A

重ねながら描く、消費者金融業界に生き
る若者たちの人間ドラマ。

経済・社会

かかわる人を幸せにする

お掃除会社
中澤清一著

2021.８刊

り、差別化である「クレーム対応」と
「ホウ・レン・ソウ」の仕組みを具体的
に説明するとともに、どうやって社員の

四六判・224ページ 定価1,540円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13953-2 C2033
B

ゴビ砂漠からの脱出
―私の中国／アメリカ物語―

ウェイジャン・シャン著／米山徹幸訳
2021.７刊

本書では、四国管財の最大の強みであ

Ａ５判・616ページ 定価4,180円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13560-2 C0023
A

史料で読む日本の金融

安心と、顧客満足を得られたのかを解き
明かす。
ゴビ砂漠の農業労働者からウォートン校
のプロフェッサーとなり、アジア有数の
投資会社の会長兼 CEO となった著者が
見た文化大革命下の中国、冷戦終結前後
のアメリカの姿とは？

序文、ジャネッ

ト・イエレン米財務長官。
明治以降、150年余に起きた24の出来事
を採り上げ、当事者の自伝、講演録、小
説などをたどり、その意図を読み解くと

浜中秀一郎著

2021.２刊

ともに、時代背景の分析、現時点での評
Ａ５判・292ページ 定価2,530円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13581-7 C2033
B

ESG／SDGs キーワード130

価を試みる。日本の金融の歴史とその教
訓を学ぶテキスト。
債券市場と株式市場をまたぎ、環境・社
会・ガバナンスに資する投資活動・事業
運営を展開するうえで必須となる130の

江夏あかね・西山賢吾著
2021.２刊

四六判・460ページ 定価3,080円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13592-3 C2033
A

〈KINZAI バリュー叢書〉

行動はすべてに勝る

―地域をつなぐ金融プラットフォーム革命―
田島達也著

2021.１刊

四六判・204ページ 定価1,760円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13574-9 C2033
A

〈KINZAI バリュー叢書〉

コロナ禍と世界経済
田中

理・西濵

2021.１刊

徹・桂畑誠治・星野卓也著

四六判・344ページ 定価2,200円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13831-3 C2033
A

概念を厳選し、簡潔かつ深みのある解説
を与えた ESG・SDGs 用語集の決定版。
電子版もあり。
地域を元気にするためにできることは何
か。信用金庫から FinTech 企業へ移籍し
た著者が、全国の地域金融機関と中小事
業者を IT プラットフォームでつなぐ経
営支援の意義、これからの金融パーソン
が提供すべき価値を考察。
中国がコロナ禍からいち早く復活する一
方、先進国は感染者の波状的爆発に見舞
われ続けている。世界と日本はコロナに
いかに向き合ったのか。中国・米国・欧
州・日本・途上国それぞれの地域専門エ
コノミストが詳細に検証する。
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金融リテラシー入門〈基礎編〉

京都大学で大好評を博した講義が金融リ
テラシーの基礎を学べるガイドブック
に！

幸田博人・川北英隆編著
2021.１刊

Ａ５判・316ページ 定価2,200円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13829-0 C2033
A

金融リテラシー入門〈応用編〉

金融庁、日本銀行、東京証券取引

所、大学などで実務・研究に携わる有識
者が解説。さらに、コラムや用語集を掲
載し、初学者が使いやすい構成に。
金融リテラシーが身につくガイドブック
の応用編。金融商品、FinTech、ジェロ
ントロジー、資産管理の高度化、ESG

幸田博人・川北英隆編著
2021.１刊

Ａ５判・288ページ 定価2,200円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13830-6 C2033
A

坂道をゆく

投資などのトピックを金融庁、シンクタ
ンク、機関投資家などの多様なメンバー
が、必須の知識を平易に解説。
月刊登記情報の連載の著者のご案内で、
東京を中心に、宮城、九州の江戸時代か
ら続く坂道の今と昔を知る。身近な坂道

小林昭彦著

2020.12刊

の意外な由来や背景、名前も知らなかっ
四六判・188ページ 定価2,530円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13598-5 C2032
C

駆け出し FP の事件簿

―お金はなくても…お金の知識で解決できることはある！―
内山貴博著

2020.12刊

四六判・172ページ 定価1,320円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13599-2 C2033
D

コロナ後を生き抜く

通説に惑わされない投資と思考法
2020.12刊

四六判・268ページ 定価1,760円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13596-1 C2033
A

金融が解る
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勉・幸田博人著

2020.12刊

独立したての「駆け出し FP 」を主人公
に、FP という資格の魅力と可能性を小
説で描く ! 現役の独立系 FP が、自身の
す。FP 実務のリアルな現場と面白さが
分かる１冊。
新型コロナウイルスの流行から一変、社
会の変化が加速する2020年代、根拠に
乏しい通説や極論に惑わされず、事実を
もとに市場をみる力が重要になる。人気
アナリストが多様な視点から見通す、世
界経済の現在地と未来。
過去のパンデミック、「新興」する旧世

世界の歴史
藤田

一面に出会える１冊。

経験をもとにストーリーを構成していま

〈KINZAI バリュー叢書〉

馬渕治好著

た新たな坂道の発見など、坂道の新たな

四六判・272ページ 定価2,200円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13585-5 C2033
A

界帝国、一枚岩ではないイスラム国家
勢、欧 vs 米、「ユダヤ人」とは…等、国
際教養の視点が身につく書。グローバル
金融の最前線で一大変革期を闘った筆者
陣が、世界市場の展開路線を示唆する。

経済・社会

「わたし」
のための

ライフプランニング、ESG や SDGs、

金融リテラシー

女性のキャリア論を含め、これからの時
代を生きるために必要な金融の知識や情

小島明子・橋爪麻紀子・黒田一賢著
2020.11刊

Ａ５判・208ページ 定価1,980円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13563-3 C2033
A

反社会的勢力・
不当要求対策の現在と未来
日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会編
2020.11刊

Ａ５判・上製・348ページ 定価4,400円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13568-8 C2032
C

ICT・AI 時代の個人情報保護

報が満載。女性が生きていくために知っ
ておくと良い金融リテラシーの基礎がこ
の１冊に。
民事介入暴力対策の最前線に立ち続けて
きた日本弁護士連合会民事介入暴力対策
委員会の設立40周年記念論文集。近時の
問題も踏まえ、反社会的勢力、不当要
求、組織犯罪、マネーローンダリング対
策に関する最先端の議論をカバー。
データが財産的な価値を持つ時代を迎え
たいま、プライバシーと個人情報の保護
にはどのような課題があり、どのような

別所直哉編著

2020.10刊

規律が求められているのか。日米欧中の
Ａ５判・288ページ 定価2,750円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13565-7 C2032
A

デジタル化する世界と金融

動向とともに、一つのソリューションと
して「情報銀行」の取組みを紹介。
I T 産業育成が国家戦略として推進さ

―北欧のIT 政策とポストコロナの日本への教訓―

れ、なかでも金融業がイノベーションを

中曽 宏監修／
山岡浩巳・加藤

化の一翼を担う北欧。わが国を代表する

2020.９刊

出・長内

智著

Ａ５判・340ページ 定価3,080円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13558-9 C2033
A

村上水軍

金融有識者たちが歩き、構想した日本へ
のインプリケーション。
村上水軍は海賊であるという誤った俗説

その真実の歴史と経営哲学

を排し「武装した海運業者」としての真
の姿を照射する意欲作。「試練を乗り越
える哲学」を倒産再生実務に精通した元

園尾隆司著
2020.９刊

リードする「クール」な産業として IT

Ａ５判・上製・208ページ 定価2,970円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13567-1 C0030
C

あらましとQ&Aでわかる

裁判官の筆者を通じて敷衍した、歴史愛
好家のみならずビジネスマン必読の書。
本書ではカスハラと企業の安全配慮義務

カスハラ

との関係を説明し、従業員はどのように

弁護士法人中央総合法律事務所編／中光 弘・錦野
裕宗・國吉雅男・古川純平・西中宇紘・金木伸行著

合どう対処すればよいか、弁護士にはど

2020.７刊

四六判・144ページ 定価1,650円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13564-0 C2032
C

折衝すればよいか、長時間拘束された場
のタイミングで依頼すればよいかなど
30余りの Q&A でお答えします。
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〈KINZAI バリュー叢書〉

中国現地法人売却 M&Aの実務
前川晃廣著

2020.５刊

四六判・140ページ 定価1,320円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13545-9 C2033
A

―全国32のケースに学ぶボトムアップ型地域づくり―
大西達也・城戸宏史編著

Ａ５判・356ページ 定価2,970円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13426-1 C2033
A

弁護士のための

マネー・ローンダリング対策
ガイドブック
片山 達・小町谷育子・今野雅司・十時麻衣子・趙 継佳著
2020.３刊

Ａ５判・352ページ 定価4,180円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13532-9 C2032
A

CFAⓇ 受験ガイドブック
レベルⅡ〈改訂版〉
大野忠士著

2020.３刊

Ａ５判・648ページ 定価5,940円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13521-3 C2033
A

逆引きビジネスガイド2020
一般社団法人金融財政事情研究会編

B５判・260ページ 定価2,750円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13492-6 C2033
A

米経済紙から学ぶ

実践英単語
大垣尚司著

2019.５刊

118

行された「外商投資法」にも完全準拠し
者にとって必読の１冊。中国における
M&A 実務の決定版、待望の刊行！
人口減少、超高齢化が進む地域を持続さ
せるための先進事例に学ぶ。ボトムアッ
プ型組織運営で資金調達、商品・サービ
ス、集客等を革新した全国の成功例を紹
介。地域での新規事業創出、経営改善、
コンサルティング等の従事者は必読！
弁護士業務におけるマネロン対策のルー
ルである「依頼者の本人特定事項の確認
及び記録保存等に関する規程」を、日弁
連の規定の立案・制定に携わってきた執
筆陣が Q&A で条文の建て付けに沿って
詳細に解説。
国際的な証券アナリスト資格 Chartered
Financial Analyst Ⓡの日本語唯一の参考
書、待望の改訂版！

幅広い試験範囲を

網羅し、F i n t e c h、機械学習、コーポ

イベント・トレンドで伸びる業種、沈む業種

2020.１刊

かりやすく解説し、2020年１月１日に施
た、中国に現地法人を有する企業の担当

実践！ 地方創生の地域経営

2020.４刊

21世紀に必ず直面する問題と解決策を分

レートガバナンス、ESG など最新のト
ピックもカバー。
2020年から今後４年間に日本経済が直面
する26の変化の波が、どのようなビジネ
ス（業種）に、どのようなインパクトを
及ぼすのかを徹底解説。巻末には業種を
逆引きできる「ビジネス索引」を追加。

世界を代表する経済紙「ウォール・スト
リート・ジャーナル（WSJ ）」の記事から
厳選した2,500以上の例文を掲載。
TOEFL
や TOEIC 等のスコアアップはもちろん、

Ａ５判・680ページ 定価5,280円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13437-7 C2033
A

ビジネスの現場で活用できる本物の英語
力をこの一冊で身につけられる。

経済・社会

結婚白書

「男女交際・結婚に関する意識」をテー
マにした大規模調査で、現代人の結婚に
対する価値観を徹底解明！人生100年時

明治安田生活福祉研究所編
2019.３刊

Ａ５判・176ページ 定価1,540円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13434-6 C0036
D

理系人材のための

金融経済リテラシー
岡野武志・太田珠美著
2018.12刊

Ａ５判・168ページ 定価1,650円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13411-7 C2033
A

イノベーションの研究
―生産性向上の本質とは何か―
大橋

弘・財務省財務総合政策研究所編著

2018.11刊

Ａ５判・308ページ 定価3,520円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13413-1 C2033
A

〈KINZAI バリュー叢書〉

税から読みとく
歴史・社会と日本の将来
栗原克文著

2018.８刊

四六判・192ページ 定価1,760円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13293-9 C2033
A

中小企業 M&Aにおける
財務デューデリジェンスのすべて
久米雅彦著

2018.７刊

Ａ５判・224ページ 定価2,200円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13246-5 C2033
A

―相場を動かす情報とは何か―

2018.６刊

時代の家族・幸せのあり方を知るための
データが詰まった１冊。
今後、金融経済を牽引していくリーダー
として期待が寄せられる理系人材に向け
た金融経済の教科書。就活前や入社前の
理系学生、金融や経済が分からないと嘆
く理系出身の社会人に贈る、理系人材が
社会で生きていくための新バイブル！
人口減少化の日本では、イノベーション
を実現することが生産性の向上につなが
り、経済の活性化を導く。財務省財務総
合政策研究所で開催された「イノベー
ションを通じた生産性向上に関する研究
会」の成果を完全書籍化。
人口減少・高齢化、国家財政の悪化、格
差の拡大、経済のグローバル化が進むな
か、税はどうあるべきか。敬遠してばか
りいられなくなった税についてあれこれ
考える力をつける、責任ある日本のおと
なのための教養書。
いまや日本の課題ともいえる中小企業の
事業承継において、M&A は最有力の選
択肢。長年、中小企業 M & A の財務
デューデリジェンスを専門的に手がけて

日本株市場
内藤三千郎著

代に求められる「結婚」の役割とは？新

きた著者が、豊富な事例をもとにノウハ
ウのすべてを明かす。
デリバティブ・ストラテジストが市場に
溢れる膨大なノイズを廃し、相場を動か
す情報とは何かを解き明かす。株式投資
のプロ、アマを問わない必読の書。

四六判・256ページ 定価2,200円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13275-5 C2033
A
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食料農業の法と制度

日本の食料生産・流通をめぐる課題と規
制の全体像を読み解く！農協、農業者だ
けでなく弁護士やマスコミ関係者、食生

井上龍子著

2018.６刊

活の現実に疑問のある消費者にとって必
四六判・248ページ 定価2,420円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13276-2 C2032
A

暗号通貨取引の理論

須のポケットブック！

暗号理論学者が説く仮想通貨、デジタル
マネーが発展してきた背景と取引の仕組
み。貨幣とは何なのか？暗号資産の概念

ギディオン・サミッド著／齋藤哲哉監訳
2018.５刊

Ａ５判・236ページ 定価3,080円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12876-5 C2033
A

独禁法・景品表示法・下請法

と取引の仕組みとは？ブロックチェーン
のセキュリティなど、これからの貨幣経
済を読み解くためのヒントが満載。
ある日突然の立入や「お話を伺いたい」
という電話で始まる違反調査、あなたな
らどうしますか？

野口文雄著

2018.３刊

カルテルや談合の具

体例を示し、どのように調査され処分さ
Ａ５判・376ページ 定価3,300円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13258-8 C2032
A

日本経済の新しい見方

れるかを解説。不当表示・過大景品など
景品表示法や下請法にも言及。
なぜ日本はデフレから脱却できないの
か。金融緩和を継続しても、なかなか景
気が浮揚しないのはなぜか。現下の日本

会田卓司・榊原可人著
2017.12刊

四六判・428ページ 定価2,640円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13229-8 C2033
A

葛藤する
コーポレートガバナンス改革
株式会社日本総合研究所編著
2017.10刊

Ａ５判・上製・272ページ 定価2,970円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13212-0 C2033
A

〈KINZAI バリュー叢書〉

いまさら始める？

個人不動産投資
高橋克英著

2017.10刊
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四六判・244ページ 定価1,980円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13211-3 C2033
A

経済に対する新たな見方を示し、経済学
がデフレ脱却の処方箋を与えることに失
敗し続けてきた理由を明らかにする。
「攻めと守り」のコーポレートガバナン
ス構築に向け取締役・取締役会改革に取
り組む企業は増えているが、実効性に関
する課題も浮き彫りになっている。英米
流の“先進的手法”⇔“古き良き”日本的経
営の二元論を超えた「建設的」解説書。
アパート・マンション経営ブームは終
わったのか？不動産投資に関心をもつ
人、アパートローンを取り扱う金融機関
の営業担当者等に向けて、人気金融アナ
リストが個人不動産投資の意義、リス
ク、トラブル管理等を解説。

経済・社会

マンガでわかる

iDeCo のはじめ方
ライバルはイデ子⁉
頼藤太希・高山一恵著
2017.８刊

Ｂ５判・108ページ 定価550円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13203-8 C2033
B

クライアントを惹き付ける

モチベーションファクター・
トレーニング
山口

博著

2017.８刊

Ａ５判・240ページ 定価1,650円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13088-1 C2033
A

親子白書

本書は、iDeCo（個人型確定拠出年金）
の申込方法をマンガでていねいに解説し
ている、いちばんカンタンな iDeCo の
本。本書を読めば、誰でも iDeCo のメ
リットがわかり、申込書もカンタンに書
けるようになる。
なぜあなたの話はお客さまにうまく伝わ
らないのか。その答えは、相手のモチ
ベーションを見極められていないことに
あった。営業スキルを飛躍的に上げるた
めの図解ドリル30。

初めて「親子関係の意識と実態」をテー
マに実施された大規模調査が待望の書籍
化。世代論だけでは語り尽くすことがで

明治安田生活福祉研究所編
2017.６刊

Ａ５判・180ページ 定価1,540円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13092-8 C0036
D

バ ン カ ー

名銀行家列伝

新装版

―社会を支えた〝公器〟 の系譜―
北

四六判・上製・220ページ 定価1,650円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13081-2 C2033
A

おカネとどう向き合うか

―金融リテラシーを身に付ける
「おカネの学校」―
髙橋

元著

2017.3刊

わが国の資本主義の礎を築き、社会資本
を整備、戦後復興を牽引し、金融の健全
な発展を通して日本を一流国に導いた名
名手が鮮やかに描き出す。

おカネは何のために存在し、おカネで何
が買えるのか。貨幣の歴史、年金や税金
などの身近な話題、銀行の役割、証券と
投資の基礎知識から先端理論まで、金融

四六判・380ページ 定価2,640円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13052-2 C2033
A

〈KINZAI バリュー叢書〉

企業犯罪と司法取引
弁護士法人琴平綜合法律事務所監修／
朝山道央編著
2017.２刊

親子を知るための新指標がここにある！

銀行家たちの生きざまをビジネス評伝の

康利著

2017.５刊

きない現在の子どもの真実。これからの

四六判・168ページ 定価1,650円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13053-9 C2033
A

教育に長年取り組んできた著者がやさし
く解説。
「司法取引」導入で変わる企業リスク管
理とコンプライアンス対応をまとめた１
冊。平成28年刑事訴訟法改正で平成30年
６月までに運用開始される新制度を、元
検事、弁護士、元公正取引委員会審査局
長がやさしく解説。
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車いす弁護士奮闘記

「昭和61年４月の交通事故によって、私
は車いすに乗るようになりました。この
日以降私の人生は変わりました」。苦難
を乗り越えた車いす弁護士の奮闘記。弁

髙田知己著

2017.１刊

四六判・192ページ 定価1,650円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13055-3 C2032
C

グローバル化進む
日本企業のダイナミズム
みずほ銀行国際戦略情報部編
2016.11刊

明解

Ａ５判・352ページ 定価2,860円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12885-7 C2033
A

日本の財政入門

川村雄介編／
道盛大志郎編著／
大和総研著
2016.10刊

四六判・368ページ 定価1,760円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13023-2 C2033
A

〈KINZAI バリュー叢書〉

21世紀を豊かに生きるための
資本主義学
石毛

宏著

2016.９刊

四六判・276ページ 定価1,980円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13018-8 C2033
A

Fintechとは何か

―金融サービスの民主化をもたらすイノベーション―
隈本正寛・松原義明著
2016.５刊

Ａ５判・172ページ 定価1,760円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12873-4 C2033
A

京都大学で学ぶ

企業経営と株式投資

―一流経営者とプロ投資家によるリレー講義録―
川北英隆・奥野一成編著
2016.４刊
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Ａ５判・228ページ 定価1,870円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12854-3 C2033
A

護士を目指す学生、司法修習生、苦難に
負けそうな方にお薦めの１冊！
日本から世界へ飛び出し果敢にリスクを
とる日本企業の、進出現場における動向
と課題を、各地域の最新情報をふまえて
整理。海外展開企業ならびに取引先の直
接投資支援に取り組む金融機関にとって
必備のガイドブック。
財政はむずかしくない！税金、年金、国
債、財政投融資など、日本財政に関わる
諸問題が身近に感じられる。学生、社会
人をはじめ、「財政を一から理解した
い。でも何から勉強すればよいのかわか
らない」と悩みを抱える方のための１冊。
豊かになろうと働く人生を肯定する資本
主義。とってかわる社会が出現する兆し
がないなか、よりよく暮らすためには、
この経済社会の原理を理解する必要があ
る。理論、思想、歴史を一体で学ぶ等身
大の“資本主義学”本邦初開講！
金融とテクノロジーの融合は金融サービ
スを革新的に変化させるのか、それとも
バブルに過ぎないのか。海外の豊富な先
行事例を解説し、金融機関は Fintech と
どのように関わるべきか、判断する材料
を提示。
クボタ、リンナイ、京都銀行、小林製
薬、M o n o t a R O、京セラ。一流企業の
トップが、自分のことばで企業経営のあ
り方を語った。京都大学経済学部の人気
講義を再現し、投資対象として、就職先
として、企業選びのヒントを提示。

経済・社会
〈KINZAI バリュー叢書〉

関西から巻き返す日本経済
荒木秀之著

2016.３刊

関西から露呈し始めた日本の新構造問題
（輸出主導型経済の限界＋人口減少によ
る人手不足）をいち早く受け止め、対応
に動けばピンチをチャンスに変えられ

四六判・260ページ 定価2,200円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12858-1 C2033
A

る。関西をマザーマーケットとするりそ
なのシンクタンクが描く復活のシナリオ。

市場の動きを見極める

景気の変化を吟味し、マーケットの潮流

―金融商品投資・相談で知っておくべき知識―

聞でよく見聞きする経済指標の特徴と読

経済指標の見方
嶌峰義清著

2016.３刊

四六判・256ページ 定価1,980円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12852-9 C2033
A

顧客を観よ

―金融デジタルマーケティングの新標準―
宮坂

祐著

2016.２刊

Ａ５判・144ページ 定価1,760円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12853-6 C2033
A

―「また会いたい」と思われる人の聴き方・話し方―
厚美尚武・紀伊信之著

四六判・232ページ 定価1,870円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12817-8 C2033
A

CFA 協会認定証券アナリスト

CFA®受験のためのファイナンス講義
―経済編―
大野忠士著

2015.10刊

Ａ５判・376ページ 定価4,180円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12814-7 C2033
A

ゼロからわかる

時事問題とマーケットの深い関係
2015.10刊

融機関職員が、
自分の言葉で適切に市場動
向を説明できるようになるための一冊。
金融機関のクライアントとのプロジェク
トを成功に導いてきたデジタルマーケ
ティングのプロが、真に顧客のためにな
グ担当者を始め、顧客志向のサービスを
追求するすべての人にお薦めの１冊。
営業活動の質を高め、お客様との関係を
より良くしていくための考え方やヒント
について、企業研修で人気のコンサルタ
ントが豊富な事例を交えながら解説。企
業の経営者やキーマンとの信頼関係構築
を目指す営業担当者必携の書。
CFA 試験レベルⅠとレベルⅡで問われ
る経済分野の内容を網羅した対策参考
書。英文教材による演習の前に効率的な
学習が可能。「ミクロ経済」「マクロ経

〈KINZAI バリュー叢書〉

馬渕治好著

み解き方をトップエコノミストが解説。
金

るサービスの本質を説く。マーケティン

信頼を築く面談力

2015.11刊

をつかむための指標を厳選。テレビ・新

四六判・308ページ 定価1,980円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12822-2 C2033
A

済」「国際貿易と外国為替」の三部構
成・計26講を収録。
世の中に溢れる非論理的思考に惑わされ
ないために、相場を動かし、相場が動か
す話題のニュースを、人気アナリストが
深く楽しく解説。原油価格の下落、日銀
の異次元緩和など最新の時事問題につい
て、データを基にしっかり理解する。
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相続を成功へ導くアドバイス
Q&Aで完全攻略

遺産分割・課税財産
中

都志子著

2015.９刊

Ａ５判・232ページ 定価1,980円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12835-2 C2033
D

視点を変える

四六判・上製・164ページ 定価1,925円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12687-7 C2033
A

よい自治体とは何か？

―財務分析からわかる地方自治体の現在と将来―
豊監修／尾藤

2015.５刊

剛著

Ａ５判・228ページ 定価2,035円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12676-1 C2033
A

京都企業が世界を変える
―企業価値創造と株式投資―
川北英隆・奥野一成編著
2015.５刊

く解説するとともに、巻末には制度や用
語の説明つき。相続業務に携わる金融関
係者や専門家はもちろん、身の回りの相
続でお悩みの一般の方にも最適な一冊。

必要か？

50歳目前で起業した著者が体

験談を交えて語り尽くす。「自分探しは
しない」「環境を変えようとしない」な

澁谷耕一著

大久保

ケースを網羅。Q&A 方式でわかりやす

仕事で成功するには、いかなる発想法が

―仕事で成功する発想法―

2015.８刊

豊富な事例に基づき、相続に係る様々な

Ａ５判・304ページ 定価2,750円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12673-0 C2033
A

いまこそ 政府投資 拡大へ

ど、ユニークな仕事論が満載。女性活躍
の極意、試練直面時の対処法も必読。
地方自治を蘇らせ自立させる第一歩は、
自治体の財政力を相対評価し、それぞれ
の強み・弱みを定量的・論理的に分析す
ること。全国1,700余の自治体をスコア
リングし、住民、地元金融機関等による
“Voice ”の発信を促す。
オムロン、日本電産、堀場製作所、島津
製作所、ワコール。京都企業５社の経営
者が、魅力的な企業の本質を語る。京都
大学経済学部で大好評の講義が待望の書
籍化。証券市場分析の視点から、京都企
業の持つ独自の価値を徹底解説。
『暮らしの質を測る』、『ホントは世界で
一番豊かな国

日本』に続く真の幸福追

求警醒書の第３弾。成長率ではなく国民

福島清彦著

2015.４刊

が真の幸福を実現するために、政府は増
Ａ５判・192ページ 定価1,980円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12663-1 C2033
A

外資系金融の

シンプルプレゼン術
剣崎優人著

2015.４刊

124

税を原資に人的資本への政府投資を増や
すべきと説く。
「巷のプレゼンのハウツー書に書いてあ
る例は、かっこいいけど、日本のビジネス
シーンには演出過剰で、浮いてしまう」。
外資系金融機関で実践されているプレゼ

Ａ５判・96ページ 定価1,100円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12664-8 C2033
A

ンの極意を、内外の一流企業の IR 資料
もふんだんに使いながら伝授する。

経済・社会

これだけは知っておきたい

国際金融
高田

創著

2015.４刊

師やテレビコメンテーターとしても活躍
Ａ５判・284ページ 定価2,750円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12632-7 C2033
A

欧州中央銀行の金融政策
2015.１刊

2014.12刊

四六判・308ページ 定価3,080円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12594-8 C2033
A

四六判・292ページ 定価2,420円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12628-0 C2033
A

―学習の手引き＆試験のポイント―
2014.10刊

Ａ５判・444ページ 定価4,400円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12579-5 C2033
A

世界の中央銀行

アメリカ連邦準備制度（FRS）の金融政策
田中隆之著

2014.９刊

な切り口で、国際金融を理解できる。
ユーロ導入、リーマン・ショック、欧州
債務危機を経験した欧州中央銀行。日米
の中央銀行とは一線を画する同行の政策
政策、ギリシャ問題など、注目テーマの
入門書としても最適。
アベノミクスのもと、株主価値の向上を
目指す環境が整ってきた。長年、わが国
のトップストラテジストグループを走っ
てきた著者が、今後中長期的な株価上昇

CFA®受験ガイドブック
レベルⅠ〈第3版〉
大野忠士著

する著者ならではの軽妙なタッチと斬新

運営や危機対応を大胆に総括。量的緩和

なぜ、いま
日本株長期投資なのか
菊地正俊著

見つめてきた著者が、国際金融の歴史・
理論・実情を懇切丁寧に解説。大学院講

世界の中央銀行

河村小百合著

銀行・シンクタンクで30年近く市場を

を有望視する業種、有力長期投資家の視
点を丁寧に解説。
日本語による CFA レベルⅠ試験向け唯
一の対策参考書。掲載する例題は英和文
を併記。レベルⅠ試験の最新の出題傾向
に合わせて大幅改訂し、試験突破に向け
て必要とされる能力を効率的に身につけ
るためのエッセンスが満載。
初の女性総裁イエレン氏の舵取り、量的
緩和政策（QE ）とその出口戦略が注目
されているアメリカの連邦準備制度
（FRS ）について詳説。世界金融危機と

四六判・280ページ 定価2,750円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12569-6 C2033
A

ナイスディール

非伝統的金融政策、その評価と問題点、
中央銀行の課題と将来像を徹底分析。
債券ディーラーの俊也は、蒔田という青
年実業家が経営する IT ベンチャーの社
債を買い始める。社債の価格は順調に上

町田哲也著
2014.８刊

四六判・上製・292ページ 定価1,760円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12582-5 C0093
A

昇していくが、蒔田が銀行と対立する
と、マーケットは急転し…。現役証券マ
ンがリアルに描くマーケット小説。
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経済・社会

世界の中央銀行

イングランド銀行の金融政策
斉藤美彦著

2014.６刊

四六判・216ページ 定価2,035円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12560-3 C2033
A

人生のリスク管理
2014.２刊

四六判・240ページ 定価1,650円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12431-6 C2033
A

生き残る司法書士の条件
毅著

2014.１刊

Ａ５判・200ページ 定価1,650円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12425-5 C2032
C

中国現地法人の

出口戦略と撤退実務
2014.１刊

四六判・188ページ 定価1,760円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12412-5 C2033
A

〈KINZAI バリュー叢書〉

合同会社（LLC）とパススルー税制
森信茂樹編著／野村資本市場研究所「経済活性
化と合同会社の法制・税制の整備」研究会著
2013.12刊

四六判・264ページ 定価1,980円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12397-5 C2033
A

〈KINZAI バリュー叢書〉

人づくりのためのリーダーシップ実践術
―人生をより豊かにするために―
滝川秀則著

2013.12刊

126

緩和政策）との比較も詳細に行い、
BOE の金融政策の課題や方向性も検証。
大蔵省・金融庁に23年間勤務後、法曹界
に転身した弁護士５年目の著者が、「健
康」「お金」「仕事」「住まい」「相続」に
解。「不安の種」を取り除くクスリに。

月刊登記情報連載「新しい時代のプロフェッ
ショナルへのステップアップ講座」の書籍版。
司法書士の増加、職務領域の拡大、規制緩
和、事務所の法人化等、激動する昨今の状況

〈KINZAI バリュー叢書〉

前川晃廣著

ド銀行（BOE ）の金融政策を徹底解説。

関するリスクを自身の体験談を交えて明

スペシャリストからプロフェッショナルへ

山口

調節方式に焦点を当てつつ、イングラン
日銀など各国中央銀行の金融政策（量的

〈KINZAI バリュー叢書〉

松尾直彦著

インフレ・ターゲティング政策、新金融

四六判・224ページ 定価1,980円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12394-4 C2033
A

下で、司法書士が今後どのような役割を果た
すことができるかについて、提言。
進出するために「撤退」を知る。中国ビ
ジネスを知り尽くした著者が Exit ノウ
ハウを基礎から解説。著者いわく「10年
経過したら現地法人の再編を視野に入れ
るべきである」。中国現法の清算手続か
ら労務対応までをわかりやすく解説。
2005年の会社法改正で創設された合同会
社（日本版 LLC ）の存在意義や活用事
例を整理するとともに、今後普及には何
が必要か、会社法、租税法、企業会計の
専門家が課題を明確にし、そのうえで
“新型 LLC ”に向けた提言を行う。
リーダーシップの核心となる「人間力」
「ヒューマンスキル」を育成するための
実践術を、数々のエピソードや著者の体
験談も交えて紹介。リーダーとマネー
ジャーの違い、リーダーシップが機能し
た組織のあるべき姿について詳述する。

経済・社会

国債膨張の戦後史

なぜ日本は収支均衡予算・非募債主義を
捨て「何でもあり」の国債残高累増の罠

―1947−2013現場からの証言―

にはまったのか。時々の財政運営スタン
ス、その背景にある政治経済情勢、金融

米澤潤一著
2013.12刊

四六判・上製・204ページ 定価1,980円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12395-1 C2033
A

補助金の申請と会計・税務

市場とのかかわりを、長年その渦中にい
た著者が綴り、将来への警鐘を鳴らす。
取得に手間暇がかかる「補助金」を申請
書類の作成から事後管理（申請後の証
跡・所定帳簿の管理）、会計税務の実務

藤原

勉・西村哲雄・太陽 ASG グループ編著

2013.11刊

Ａ５判・320ページ 定価3,080円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12382-1 C2033
A

信頼される

2013.７刊

ダーとしての素質・素養を普遍的な視点
から歴史観を大事にしつつわかりやすく
まとめた実践書。企業だけでなく世の中

Ａ５判・192ページ 定価1,650円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12158-2 C2033
B

〈KINZAI バリュー叢書〉

元著

2013.４刊

文雑誌や書籍で頻繁に用いられるキー
ワード700個を選び、テーマ別に分類。

四六判・220ページ 定価1,760円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12320-3 C2033
A

元気な中小企業はここが違う!
―知的財産で引き出す会社の底力―
2013.４刊

四六判・248ページ 定価1,540円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12311-1 C2033
A

〈KINZAI バリュー叢書〉

2013.４刊

と構文・語句の両方の観点から厳選。
中小企業に自信を与えてくれるヒント満
載！

元気な中小企業でみつけた共通の

特徴、どうして「説明」が大切なのか、
どうして「挨拶」が大切なのかなど、知
的財産の８つのはたらきをもとにやさし
く解説。

日本の住宅金融市場を明らかにする。日

住宅市場と住宅金融
住宅金融支援機構

各キーワードを含むセンテンスを、内容

日米欧の住宅金融市場を俯瞰し、今後の

日米欧の

独立行政法人

への大局観ある経営学の教示。

英文集（本文２色刷り）。英字新聞・英

〈KINZAI バリュー叢書〉

土生哲也著

のリーダー全般および目指している人達

金融英語の上達を目指す方を対象とした

金融英文700選
砺波

グループ補助金にも対応。

社会的・経済的に閉塞感のある今、リー

リーダーへの道
加藤浩康著

までをやさしく解説。東北復興のための

本の住宅金融市場の歴史を振り返り、構

調査部編著

四六判・324ページ 定価1,980円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12315-9 C2033
A

造変化とその要因を詳細に分析。さらに
米サブプライム問題やスペインの銀行危
機を総括し、日本への教訓を探る。
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経済・社会
〈KINZAI バリュー叢書〉

社内調査入門

―“守りの法令遵守”から
“戦略的不祥事抑止”へ―
中村

勉著

2013.４刊

四六判・228ページ 定価1,760円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12308-1 C2033
A

ミャンマー開国
―その経済と金融―

川村雄介監修・著／大和総研著
2013.３刊

Ａ５判・上製・200ページ 定価2,200円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12189-6 C2033
A

金融・投資教育のススメ

―投資の学び方と投資教育のあるべき姿―
新保恵志編著

2012.12刊

Ａ５判・316ページ 定価3,300円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12153-7 C2033
A

弁護士法人宮㟢綜合法律事務所編著

Ａ５判・上製・736ページ 定価5,500円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12163-6 C2032
B

奥田シェフ・藤原浩氏もおすすめ

庄内レストランガイド
やまぎん情報開発研究所著
2012.11刊

Ａ５判・136ページ 定価1,650円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12157-5 C2026
B

感謝する力

澁谷流―輝く未来の見つけ方—
澁谷耕一著
2012.11刊

128

を一挙掲載！
「不祥事の早期発見」→「社内調査の初
動」→「証拠資料の収集方法」→「ヒア
リング技法」といった社内調査の流れを
わかりやすく解説！
ミャンマーの経済・金融に関する初歩的
かつ網羅的な入門書。自由化、民主化、
経済開放・改革に向けて舵を切り始めた
近年のミャンマーについて、歴史、政治
体制、産業、インフラ、対外情勢、金融
システム等を含めてわかりやすく解説。
投資とはどのようなものか、投資リスク
とは何かなどについて、「金融教育の歴
史的経緯」「金融・投資教育の実践案」
などのさまざまな観点から多角的に検

反社会的勢力排除の
法務と実務
2012.12刊

元特捜検事が実践的な社内調査ノウハウ

四六判・上製・164ページ 定価1,540円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12131-5 C2033
A

討。金融機関の職員や中学校・高校・大
学の教員など必読の書。
基本関連法規・条例の解説はもとより各
業態の関連法規や典型的な民事介入暴力
の事例・対応策について詳解。特に、金
融、行政、建設、不動産、ホテル業界等
の業界別対応策については即役立つ記述
が満載。
山形銀行と地元出身の奥田シェフによる
地元経済活性化のための「庄内レストラ
ンガイド」。「地産地消」を実践している
奥田シェフが認める庄内地域の評判のレ
ストランを紹介するとともに、こだわり
の生産者を紹介。
「人に感謝し、人に喜ばれることをすれ
ば、あなたの未来はどこまでも輝きま
す」。運に恵まれ、幸せに生きるための
絶対法則。著者の経験を活かした成功す
るためのノウハウ満載。日本のサラリー
マン全てにお薦めの一冊。

経済・社会
〈KINZAI バリュー叢書〉

続・郵政民営化と郵政改革
―新たな郵政民営化―
郵政改革研究会著
2012.９刊

四六判・160ページ 定価1,540円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12150-6 C2033
A

近助の精神

―近くの人が近くの人を助ける防災隣組―
山村武彦著

2012.９刊

四六判・236ページ 定価1,430円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12143-8 C2033
A

―地球温暖化対策の新展開―
弘著

2012.７刊

Ａ５判・300ページ 定価2,860円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12128-5 C2033
A

中国ビジネス必携
―大陸へ赴く侍たちへ―
2012.５刊

四六判・348ページ 定価1,980円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11987-9 C2033
A

暮らしの質を測る

―経済成長率を超える幸福度指標の提案―
ジョセフ・E・スティグリッツ、アマティア・セン、
ジャンポール・フィトゥシ著／福島清彦訳
2012.４刊

A５判・188ページ 定価1,980円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11975-6 C2033
A

〈KINZAI バリュー叢書〉

マイナンバー

―社会保障・税番号制度―課題と展望―
森信茂樹・河本敏夫著
2012.２刊

する「新郵政民営化」について、「郵政
民営化」と「郵政改革」を比較し、その
変更点を中心に一般読者にもわかりやす
く解説！
防災危機管理アドバイザーである著者が
提唱する「近助（きんじょ）の精神」
「防災隣組」について、先進事例などを
理・防災担当者必読の書。

環境ビジネスが今後発展していくための
基礎となる基本的枠組みや制度面を概
観。多岐に展開する環境ビジネスについ
て、各地における先進的な取組みなどを

〈KINZAI バリュー叢書〉

菅野真一郎著

の一部を改正する等の法律」をベースと

紹介しつつ解説。企業や自治体の危機管

躍動する環境ビジネス
澤山

2012年４月に成立した「郵政民営化法等

四六判・208ページ 定価1,760円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11969-5 C2033
A

具体的に紹介。

中国ビジネスへこれから進出する方、こ
れから赴任する方、駐在員、必携の1冊。
交渉や確認の甘さからくるトラブル、突
然の立退きや没収、行政の一方的都合や
方針転換、などなど、トラブル解決・ビ
ジネス成功に不可欠なノウハウが満載。
ノーベル経済学賞の２人の経済学者（ジョ
セフ・E・スティグリッツ、アマティア・
セン）とフランス経済学の権威（ジャン
ポール・フィトゥシ）が中心となってまと
めた GNP に代わる幸福度計測の基準。サ
ルコジ元フランス大統領の前文付。
共通番号制度の導入によって期待される
「公平な社会」「効率的な行政」「効果的
な政策」の具体的な中身を吟味するとと
もに、今後の課題を徹底検証する。すべ
ての社会人必読の書。
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経済・社会

防災・危機管理の再点検
―進化するBCP（事業継続計画）―
山村武彦著

2012.１刊

東日本大震災を教訓に、B C P を再点
検！組織のバックアップ態勢、リカバリ
態勢は万全か。広域大津波、広域災害、
原発事故、風評被害、物不足等が同時に

四六判・292ページ 定価1,980円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11962-6 C2033
A

地震保険制度

発生した「広域複合大災害」の経験を踏
まえ、第一人者が BCP を徹底検証する。
東日本大震災で注目を集めている、地震
保険制度のすべてがわかる。
現状の制度の仕組みと地震保険に関する

高橋康文著

2012.１刊

論点を整理しわかりやすく解説する。
Ａ５判・264ページ 定価2,640円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11952-7 C2033
A

〈KINZAI バリュー叢書〉

郵政民営化と郵政改革

―経済と調和のとれた、地域のための郵便局を―
郵政改革研究会著
2011.11刊

四六判・236ページ 定価1,540円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11940-4 C2033
A

CFA®受験のための

ファイナンス講義
―計量分析編―
大野忠士著

2011.９刊

Ａ５判・268ページ 定価3,300円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11909-1 C2033
A

〈KINZAI バリュー叢書〉

経営者心理学入門
澁谷耕一著

2011.４刊

四六判・240ページ 定価1,980円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11758-5 C2033
A

矜持あるひとびと

―語り継ぎたい日本の経営と文化―〔１〕
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誠編著

2011.３刊

化」と、その後民主党、国民新党、社会
民主党による連立政権によって進められ
ている「郵政改革」についてわかりやす
くその変遷を解説する。

CFA レベル１、レベル２を対象とした
受験対策テキスト。CFA 協会の英文教
材や英文参考書に入る前に、まず２週間
余り集中的にこの分野をマスターするこ
とでより効率的な試験対策が可能に。日
本語による初の解説書である。
経営者の具体的な心理状態をわかりやす
く解説。なぜ経営者がそのように考え、
感じ、行動するのか、心の流れを具体的
に記す。お客様に喜ばれる営業ノウハウ

〈KINZAI バリュー叢書〉

原

小泉政権によって実現された「郵政民営

四六判・260ページ 定価1,980円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11754-7 C2033
A

集も満載！

経営者インタビューの記録。ブラザー工
業相談役
役

安井義博氏／旭化成常任相談

山本一元氏／鹿児島銀行取締役会長

永田文治氏／多摩美術大学教授

岩倉信

弥氏／ヤマハ発動機元代表取締役社長
長谷川武彦氏

経済・社会
〈KINZAI バリュー叢書〉

矜持あるひとびと

―語り継ぎたい日本の経営と文化―〔２〕
原

誠編著

2011.３刊

四六判・252ページ 定価1,980円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11755-4 C2033
A

〈KINZAI バリュー叢書〉

矜持あるひとびと

―語り継ぎたい日本の経営と文化―〔３〕
原

誠・小寺智之編著
2011.３刊

四六判・268ページ 定価1,980円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11875-9 C2033
A

〈KINZAI バリュー叢書〉

矜持あるひとびと

―語り継ぎたい日本の経営と文化―〔４〕
原

誠編著

2013.５刊

四六判・224ページ 定価1,760円（税込⑩）
ISBN978-4-322-12198-8 C2033
A

経営者インタビューの記録。中村ブレイ
ス社長

中村俊郎氏／シャープ元副社長

佐々木正氏／りそなホールディングス取
締役兼代表執行役会長
ンソー相談役
長

細谷英二氏／デ

岡部弘氏／帝人取締役会

長島徹氏

経営者インタビューの記録。堀場製作所
最高顧問

堀場雅夫氏／東洋紡績代表取

締役会長 津村準二氏／花王前取締役会長
後藤卓也氏／富士ゼロックス常勤監査役
庄野次郎氏／武者小路千家家元
氏／パナソニック元副社長

千宗守

川上徹也氏

経営者インタビューの記録。元松下技研
専務取締役

吉村進氏／田中デザインオ

フィス代表取締役

田中央氏／DOWA

ホールディングス相談役

吉川廣和氏／

関西・大阪21世紀協会理事長

堀井良

殷氏／クラレ取締役会長 和久井康明氏。

Q&A

リーマンショック後の金融安定化に向

―ドッド＝フランク法のすべて―

力したドッド＝フランク法のポイント

アメリカ金融改革法
松尾直彦著

2010.12刊

Ａ５判・392ページ 定価3,740円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11748-6 C2033
A

金融所得一体課税の推進と

け、アメリカのオバマ大統領が制定に尽
を、金融商品取引法の立案担当者として
旧大蔵省・金融庁で長年活躍した著者が
298の Q&A で簡潔・明瞭に解説。
投資の時代にふさわしい金融税制の構築

日本版 IRAの提案

を！平成22年度税制改正大綱で示され

森信茂樹編著／
金融税制研究会・NTT データ経営研究所著

ンを示しつつ、公的年金 ･ 企業年金を補

2010.８刊

Ａ５判・136ページ 定価1,980円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11690-8 C2033
A

CFA®受験のための

ファイナンス講義

―株式・債券・デリバティブ編―
大野忠士著

2009.12刊

Ａ５判・496ページ 定価4,400円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11531-4 C2033
A

た「金融所得の一体課税」の具体的プラ
完する個人型年金非課税制度である日本
版 IRA
（個人退職勘定）の創設を提案する。
CFA レベル１、レベル２を対象とした
受験対策テキスト。特に受験生が難しい
と感じる分野である株式・債券・デリバ
ティブの３分野について、わかりやすく
解説。日本語で学習したいという受験者
のニーズにしっかり応える。
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経済・社会

中小企業
「格付け」
取得の時代

スタンダード・アンド・プアーズと日本

―中小企業専用「日本 SME 格付け」の効用とその実際―

に共同開発した世界初の中堅・中小企業

〈第2版〉
大久保

豊・稲葉大明編著

2008.６刊

四六判・176ページ 定価1,540円（税込⑩）
ISBN978-4-322-11315-3 C2033
A

リスク・データ・バンクが、2005年12月
専用の「日本 SME 格付け」。同格付けの
概要や格付け取得企業の声を紹介した初
版を改訂し、最新情報を大幅に追加した。

本当に使える

形式的な防災・危機管理マニュアルで

―被災現場からみつめた BCP―

害現場からみた本当に使えるマニュアル

企業防災・危機管理マニュアルのつくり方
山村武彦著

2006.７刊
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四六判・240ページ 定価1,980円（税込⑩）
ISBN978-4-322-10931-3 C2033
A

は、実際の災害時には役に立たない！災
を専門家がわかりやすく解説。実際の防
災危機管理マニュアルの条文を例に逐条
解説方式で丁寧に解説。

資格試験

資格試験
〈2022年度版〉

FP のための真・税金ハンドブック
青木惠一・竹内秀男・吉田幸一・吉田 靖・一般社団法人金融財
政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能士センター編著
2022.７刊

Ａ５判・約300ページ 定価1,980円（税込⑩）
ISBN978-4-322-14134-4 C2033
E

〈’22〜’23年版〉FP 技能検定教本1級

1分冊

リスク管理
きんざい ファイナンシャル・プランナーズ・センター編著
2022.６刊

Ｂ５判・184ページ 定価4,400円（税込⑩）
ISBN978-4-322-14073-6 C2033
D

〈’22〜’23年版〉FP 技能検定教本1級

2分冊

金融資産運用
きんざい ファイナンシャル・プランナーズ・センター編著
2022.６刊

Ｂ５判・296ページ 定価4,400円（税込⑩）
ISBN978-4-322-14074-3 C2033
D

〈’22〜’23年版〉FP 技能検定教本1級

3分冊

ライフプランニングと資金計画
きんざい ファイナンシャル・プランナーズ・センター編著
2022.６刊

Ｂ５判・336ページ 定価4,400円（税込⑩）
ISBN978-4-322-14075-0 C2033
D

〈’22〜’23年版〉FP 技能検定教本1級

4分冊

与、金融商品、会社と役員の取引などの
税金に関する情報を、見開き２ページで
コンパクトに解説。顧客との話題作りや
FP 相談業務に関する税務知識の習得に
最適の１冊です。
FP 技能検定１級の合格を目指すための
参考書です。効率的に学習に取り組むた
めに、重要な箇所等が一目でわかるよう
になっています。本書は通信講座「１級
FP 技能士受検対策講座」の第１分冊の
テキストと同一内容です。
FP 技能検定１級の合格を目指すための
参考書です。効率的に学習に取り組むた
めに、重要な箇所等が一目でわかるよう
になっています。本書は通信講座「１級
FP 技能士受検対策講座」の第２分冊の
テキストと同一内容です。
FP 技能検定１級の合格を目指すための
参考書です。効率的に学習に取り組むた
めに、重要な箇所等が一目でわかるよう
になっています。本書は通信講座「１級
FP 技能士受検対策講座」の第３分冊の
テキストと同一内容です。
FP 技能検定１級の合格を目指すための
参考書です。効率的に学習に取り組むた

不動産

めに、重要な箇所等が一目でわかるよう

きんざい ファイナンシャル・プランナーズ・センター編著
2022.６刊

顧客から相談の多い不動産、相続・贈

Ｂ５判・208ページ 定価4,400円（税込⑩）
ISBN978-4-322-14076-7 C2033
D

になっています。本書は通信講座「１級
FP 技能士受検対策講座」の第４分冊の
テキストと同一内容です。
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資格試験
〈’22〜’23年版〉FP 技能検定教本1級

5分冊

タックスプランニング
きんざい ファイナンシャル・プランナーズ・センター編著
2022.６刊

Ｂ５判・320ページ 定価4,400円（税込⑩）
ISBN978-4-322-14077-4 C2033
D

〈’22〜’23年版〉FP 技能検定教本1級

6分冊

相続・事業承継
きんざい ファイナンシャル・プランナーズ・センター編著
2022.６刊

Ｂ５判・260ページ 定価4,400円（税込⑩）
ISBN978-4-322-14078-1 C2033
D

〈’22〜’23年版〉

合格ターゲット

1級 FP 技能士特訓テキスト〔学科〕
きんざい ファイナンシャル・プランナーズ・センター編著
2022.６刊

Ａ５判・約600ページ 定価4,950円（税込⑩）
ISBN978-4-322-14068-2 C2033
D

〈’22〜’23年版〉最短合格

2級 FP 技能士

きんざい ファイナンシャル・プランナーズ・センター編著
2022.６刊

Ａ５判・約500ページ 定価2,860円（税込⑩）
ISBN978-4-322-14069-9 C2033
D

〈’22〜’23年版〉最短合格

3級 FP 技能士

きんざい ファイナンシャル・プランナーズ・センター編著
2022.６刊

Ａ５判・約240ページ 定価2,200円（税込⑩）
ISBN978-4-322-14070-5 C2033
D

〈’22〜’23年版〉1級 FP 技能士

（学科）

精選問題解説集
きんざい ファイナンシャル・プランナーズ・センター編著
2022.７刊
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Ａ５判・約600ページ 定価4,950円（税込⑩）
ISBN978-4-322-14060-6 C2033
D

FP 技能検定１級の合格を目指すための
参考書です。効率的に学習に取り組むた
めに、重要な箇所等が一目でわかるよう
になっています。本書は通信講座「１級
FP 技能士受検対策講座」の第５分冊の
テキストと同一内容です。
FP 技能検定１級の合格を目指すための
参考書です。効率的に学習に取り組むた
めに、重要な箇所等が一目でわかるよう
になっています。本書は通信講座「１級
FP 技能士受検対策講座」の第６分冊の
テキストと同一内容です。
FP 技能検定１級学科試験での頻出事項
が濃縮されており、狙われる箇所がピン
ポイントでわかります。さらに、FP に
関する最新の法令等の改正事項が余すと
ころなく掲載されているので、直前対策
の総まとめ等に最適です。
「F P 技能検定２級」の最短合格を目指
すための参考書。本試験頻出の事項を中
心に整理されており、かつ、図表や計算
例、チェック問題を多数収録。学科試
験・実技試験の同時合格をアシストしま
す。
「F P 技能検定３級」の最短合格を目指
すための参考書。本試験頻出の事項を中
心に整理されており、かつ、図表や計算
例、チェック問題を多数収録。学科試
験・実技試験の同時合格をアシストしま
す。
精選した数多くの試験問題とオリジナル
解説を掲載し、合格に導くための一冊！
試験問題及び解答解説を巻末掲載（１回
分）のほか、直近のものもダウンロード
できます。さらに、デジタルコンテンツ
でいつでも問題演習が可能です。

資格試験
FP 技能検定１級

実技対策問題集

〈2020年度分収録〉
きんざい ファイナンシャル・プランナーズ・センター編著
2021.12刊

Ａ５判・224ページ 定価3,300円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13885-6 C2033
D

FP 技能検定１級

実技対策問題集

〈2019年度分収録〉

きんざい ファイナンシャル・プランナーズ・センター編著
2021.10刊

Ａ５判・244ページ 定価3,300円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13884-9 C2033
D

〈’22〜’23年版〉2級 FP 技能士

（学科）

精選問題解説集
きんざい ファイナンシャル・プランナーズ・センター編著
2022.７刊

Ａ５判・約400ページ 定価2,305円（税込⑩）
ISBN978-4-322-14062-0 C2033
D

〈’22〜’23年版〉2級 FP 技能士

（実技・個人資産相談業務）

精選問題解説集

きんざい ファイナンシャル・プランナーズ・センター編著
2022.７刊

Ａ５判・約260ページ 定価1,760円（税込⑩）
ISBN978-4-322-14063-7 C2033
D

〈’22〜’23年版〉2級 FP 技能士

（実技・中小事業主資産相談業務）

精選問題解説集

きんざい ファイナンシャル・プランナーズ・センター編著
2022.７刊

Ａ５判・約250ページ 定価1,760円（税込⑩）
ISBN978-4-322-14064-4 C2033
D

〈’22〜’23年版〉2級 FP 技能士

（実技・生保・損保顧客資産相談業務）

精選問題解説集

きんざい ファイナンシャル・プランナーズ・センター編著
2022.７刊

Ａ５判・約260ページ 定価1,760円（税込⑩）
ISBN978-4-322-14065-1 C2033
D

過去（2020年９月〜2021年２月）設例
を、Q & A でわかりやすく解説。実技
（面接）試験において“想定される質問”
と“回答のポイント”を整理し、提案例
と解説を用いて見やすくまとめ、必要と
なる知識をわかりやすく解説。
過去（2019年６月〜2020年２月）設例
を、Q & A でわかりやすく解説。実技
（面接）試験において“想定される質問”
と“回答のポイント”を整理し、提案例
と解説を用いて見やすくまとめ、必要と
なる知識をわかりやすく解説。
数多くの試験問題と詳しい解説に加え、
ポイント整理も充実。試験問題及び解答
解説（１回分）の巻末掲載のほか、直近
のものもダウンロードが可能です。ま
た、デジタルコンテンツでいつでも問題
演習が可能です。
編集部精選の過去問題と最新の制度・法
令に対応した解説を収録。重要事項がま
とまった図表なども充実しており、試験
合格に必要な知識を効率よく学習できま
す。直近の試験問題及び解答解説のダウ
ンロードサービス付き。
編集部精選の過去問題と最新の制度・法
令に対応した解説を収録。重要事項がま
とまった図表なども充実しており、試験
合格に必要な知識を効率よく学習できま
す。直近の試験問題及び解答解説のダウ
ンロードサービス付き。
編集部精選の過去問題と最新の制度・法
令に対応した解説を収録。重要事項がま
とまった図表なども充実しており、試験
合格に必要な知識を効率よく学習できま
す。直近の試験問題及び解答解説のダウ
ンロードサービス付き。
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資格試験
〈’22〜’23年版〉3級 FP 技能士

（学科）

精選問題解説集
きんざい ファイナンシャル・プランナーズ・センター編著
2022.７刊

Ａ５判・約250ページ 定価2,085円（税込⑩）
ISBN978-4-322-14066-8 C2033
D

〈’22〜’23年版〉3級 FP 技能士

（実技・個人・保険顧客資産相談業務）

精選問題解説集

きんざい ファイナンシャル・プランナーズ・センター編著
2022.７刊

Ａ５判・約240ページ 定価1,650円（税込⑩）
ISBN978-4-322-14067-5 C2033
D

〈’22〜’23年版〉

これであなたも一発合格！

FP3級参考書
梶谷美果著

2022.６刊

Ａ５判・224ページ 定価1,650円（税込⑩）
ISBN978-4-322-14079-8 C2033
D

〈’22〜’23年版〉

これであなたも一発合格！

FP3級問題集
梶谷美果著

2022.６刊

Ａ５判・288ページ 定価1,650円（税込⑩）
ISBN978-4-322-14080-4 C2033
D

〈2022年版〉

1級金融窓口サービス技能士（学科・実技）
精選問題解説集

株式会社きんざい 教育研修事業部編著
2022.７刊

Ａ５判・448ページ 定価5,500円（税込⑩）
ISBN978-4-322-14085-9 C2033
F

〈2022年版〉

2級金融窓口サービス技能士（学科）
精選問題解説集

株式会社きんざい 教育事業センター編著
2021.11刊

136

Ａ５判・240ページ 定価2,305円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13900-6 C2033
F

数多くの過去の試験問題と詳しい解説に
加え、ポイント整理も充実。試験問題及
び解答解説（１回分）の巻末掲載のほ
か、直近のものもダウンロードが可能で
す。また、デジタルコンテンツでいつで
も問題演習が可能です。
編集部精選の過去問題と最新の制度・法
令に対応した解説を収録。各章の冒頭に
重要事項のポイントがまとめられてお
り、試験合格に必要な知識を効率よく学
習できます。直近の試験問題及び解答解
説のダウンロードサービス付き。
実績 No.１梶谷美果講師の講義が参考書
で登場！
説！

フルカラー図解で楽しく解

FP３級学科・実技試験の同時合

格を強力にアシスト！

試験傾向を徹底

分析した、受検生にとって必携の参考
書！
「これであなたも一発合格！
考書」の姉妹書！

FP３級参

FP３級学科・実技

試験の同時合格を強力にアシスト！

試

験傾向を徹底分析した、受検生にとって
必携の問題集！

金融窓口サービス技能検定１級学科・実
技試験に対応した唯一の教材。出題傾向
を徹底分析し、厳選された過去問題や実
技試験を収録。１級試験合格に必要な広
範囲の内容を網羅し、わかりやすく解説
している。
金融窓口サービス技能検定２級学科試験
の合格を目指す方の学習の利便を図るた
めに構成した精選問題解説集。専門家に
よるわかりやすい解説を収録しており、
効率よく学習を進められる。

資格試験
〈2022年版〉

2級金融窓口サービス技能士（実技）
精選問題解説集

株式会社きんざい 教育事業センター編著
2021.11刊

Ａ５判・184ページ 定価1,760円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13901-3 C2033
F

〈2022年版〉

3級金融窓口サービス技能士（学科）
精選問題解説集

株式会社きんざい 教育事業センター編著
2021.11刊

Ａ５判・200ページ 定価2,085円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13902-0 C2033
F

〈2022年版〉

3級金融窓口サービス技能士（実技／テラー業
務・金融商品コンサルティング業務）精選問題解説集
株式会社きんざい 教育事業センター編著
2021.11刊

Ａ５判・208ページ 定価1,430円（税込⑩）
ISBN978-4-322-13903-7 C2033
F

〈2022年度版〉

DCプランナー実務必携
DC プランナー実務研究会
2022.８刊

Ａ５判・約450ページ 定価4,180円（税込⑩）
ISBN978-4-322-14081-1 C2033
D

〈2022年度版〉

DCプランナー1級
試験問題集

一般社団法人金融財政事情研究会 検定センター編
2022.６刊

Ａ５判・336ページ 定価3,630円（税込⑩）
ISBN978-4-322-14133-7 C2033
H

〈2022年度版〉

DCプランナー2級
試験問題集

一般社団法人金融財政事情研究会 検定センター編
2022.６刊

Ａ５判・180ページ 定価2,640円（税込⑩）
ISBN978-4-322-14132-0 C2033
H

金融窓口サービス技能検定２級実技試験
の合格を目指す方の学習の利便を図るた
めに構成した精選問題解説集。専門家に
よるわかりやすい解説を収録しており、
効率よく学習を進められる。

金融窓口サービス技能検定３級学科試験
の合格を目指す方の学習の利便を図るた
めに構成した精選問題解説集。専門家に
よるわかりやすい解説を収録しており、
効率よく学習を進められる。

金融窓口サービス技能検定３級実技試験
（テラー業務／金融商品コンサルティン
グ業務）の合格を目指す方の学習の利便
を図るために構成した精選問題解説集。
専門家によるわかりやすい解説を収録し
ており、効率よく学習を進められる。
確定給付型から確定拠出型にいたる年金
制度の仕組みと問題点を理解し、確定拠
出年金導入の施策・骨子を構築できる。
D C プランナー（１級、２級）認定試験
の学習教材として最適。

「日商・金財 DC プランナー１級認定試
験」の試験範囲に対応した受験者の利便
を図るための試験問題集。確定拠出年金
やその他の年金制度全般、および金融商
品、投資等に関する専門的な知識を学習
できる。
「日商・金財 DC プランナー２級認定試
験」の試験範囲に対応した受験者の利便
を図るための試験問題集。確定拠出年金
やその他の年金制度全般に関する基本的
事項、金融商品や投資等に関する一般的
な知識を学習できる。
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資格試験
〈2022年度版〉金融業務4級

実務コース
試験問題集

一般社団法人金融財政事情研究会 検定センター編
2022.３刊

Ａ５判・204ページ 定価2,420円（税込⑩）
ISBN978-4-322-14093-4 C2033
H

〈2022年度版〉金融業務2級

預金コース
試験問題集

一般社団法人金融財政事情研究会 検定センター編
2022.３刊

Ａ５判・184ページ 定価2,640円（税込⑩）
ISBN978-4-322-14099-6 C2033
H

〈2022年度版〉金融業務3級

預金コース
試験問題集

一般社団法人金融財政事情研究会 検定センター編
2022.３刊

Ａ５判・140ページ 定価2,420円（税込⑩）
ISBN978-4-322-14094-1 C2033
H

〈2022年度版〉金融業務2級

融資コース
試験問題集

一般社団法人金融財政事情研究会 検定センター編
2022.３刊

Ａ５判・224ページ 定価2,640円（税込⑩）
ISBN978-4-322-14100-9 C2033
H

〈2022年度版〉金融業務3級

融資コース
試験問題集

一般社団法人金融財政事情研究会 検定センター編
2022.３刊

Ａ５判・152ページ 定価2,640円（税込⑩）
ISBN978-4-322-14095-8 C2033
H

〈2022年度版〉金融業務2級

法務コース
試験問題集

一般社団法人金融財政事情研究会 検定センター編
2022.３刊
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Ａ５判・224ページ 定価3,080円（税込⑩）
ISBN978-4-322-14103-0 C2033
H

「金融業務４級

実務コース」の受験者

の学習の利便を図るための試験問題集。
日常の幅広い金融業務に密着した、最も
基本となる知識を確認・習得するための
問題を豊富に掲載している。

「金融業務２級

預金コース」の受験者

の学習の利便を図るための試験問題集。
預金業務全般のスキル習得に資するテー
マを網羅し、体系的な業務知識と実践的
な応用能力を習得するための問題を掲載。

「金融業務３級

預金コース」の受験者

の学習の利便を図るための試験問題集。
日常業務遂行にあたり不可欠なテーマ、
窓口でのトラブル処理に欠かせないテー
マに関する問題を掲載し、基礎から応用
まで幅広く学習することができる。
「金融業務２級

融資コース」の受験者

の学習の利便を図るための試験問題集。
融資実務全般の知識や判断力を検証する
問題を重点項目ごとに分類し、わかりや
すい解説をつけて豊富に掲載している。

「金融業務３級

融資コース」の受験者

の学習の利便を図るための試験問題集。
出題傾向に合わせた解説により、試験の
レベルや範囲について把握でき、合格に
必要な実力を身につけることができる。

「金融業務２級

法務コース」の受験者

の学習の利便を図るための試験問題集。
断片的な知識のみを問う問題は極力避
け、応用力・判断力を身につけることに
重点を置いた問題を豊富に掲載している。

資格試験
〈2022年度版〉金融業務3級

法務コース
試験問題集

一般社団法人金融財政事情研究会 検定センター編
2022.３刊

Ａ５判・168ページ 定価2,420円（税込⑩）
ISBN978-4-322-14096-5 C2033
H

〈2022年度版〉金融業務2級

財務コース
試験問題集

一般社団法人金融財政事情研究会 検定センター編
2022.３刊

Ａ５判・212ページ 定価3,080円（税込⑩）
ISBN978-4-322-14104-7 C2033
H

〈2022年度版〉金融業務3級

財務コース
試験問題集

一般社団法人金融財政事情研究会 検定センター編
2022.３刊

Ａ５判・216ページ 定価2,640円（税込⑩）
ISBN978-4-322-14097-2 C2033
H

〈2022年度版〉金融業務2級

税務コース
試験問題集

一般社団法人金融財政事情研究会 検定センター編
2022.６刊

Ａ５判・224ページ 定価3,080円（税込⑩）
ISBN978-4-322-14123-8 C2033
H

〈2022年度版〉金融業務3級

税務コース
試験問題集

一般社団法人金融財政事情研究会 検定センター編
2022.６刊

Ａ５判・176ページ 定価2,420円（税込⑩）
ISBN978-4-322-14115-3 C2033
H

〈2022年度版〉

コンプライアンス・オフィサー・銀行コース
試験問題集

一般社団法人金融財政事情研究会 検定センター編
2022.３刊

Ａ５判・208ページ 定価2,420円（税込⑩）
ISBN978-4-322-14109-2 C2033
H

「金融業務３級

法務コース」の受験者

の学習の利便を図るための試験問題集。
単なる用語解説的な出題は極力避け、日
常業務遂行にあたって不可欠なテーマ、
案件に関する問題を豊富に掲載している。

「金融業務２級

財務コース」の受験者

の学習の利便を図るための試験問題集。
「基礎編」と「事例編」とで構成され、
「基礎編」ではテーマごとに問題を出
題。「事例編」では、主要業種の財務分
析問題を掲載している。
「金融業務３級

財務コース」の受験者

の学習の利便を図るための試験問題集。
体系的に各分析手法を駆使して企業体質
を把握し、問題点を見出す力を身に付け
るための問題を豊富に掲載している。

「金融業務２級

税務コース」の受験者

の学習の利便を図るための試験問題集。
出題傾向に合わせた解説により、試験の
レベルや範囲を把握でき、合格に必要な
実力を身に付けることができる。

「金融業務３級

税務コース」の受験者

の学習の利便を図るための試験問題集。
出題傾向に合わせた設問により、試験の
レベルや範囲を把握でき、合格に必要な
実力を身に付けることができる。

「コンプライアンス・オフィサー・銀行
コース」の受験者の学習の利便を図るた
めの試験問題集。試験の出題形式に対応
し、実務に即した問題を豊富に掲載して
いる。合格に必要な知識の定着を図るこ
とができる。
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資格試験
〈2022年度版〉

コンプライアンス・オフィサー・生命保険コース
試験問題集

一般社団法人金融財政事情研究会 検定センター編
2022.３刊

Ａ５判・180ページ 定価2,420円（税込⑩）
ISBN978-4-322-14110-8 C2033
H

〈2022年度版〉

AML/CFT スタンダードコース
試験問題集

一般社団法人金融財政事情研究会 検定センター編
2022.６刊

Ａ５判・204ページ 定価2,420円（税込⑩）
ISBN978-4-322-14128-3 C2033
H

〈2022年度版〉

AML/CFTスタンダード・生命保険コース
試験問題集

一般社団法人金融財政事情研究会 検定センター編
2022.６刊

Ａ５判・200ページ 定価2,420円（税込⑩）
ISBN978-4-322-14129-0 C2033
H

〈2022年度版〉

AML/CFTスタンダード・証券コース
試験問題集

一般社団法人金融財政事情研究会 検定センター編
2022.６刊

Ａ５判・196ページ 定価2,420円（税込⑩）
ISBN978-4-322-14130-6 C2033
H

〈2022年度版〉

個人情報保護オフィサー・銀行コース・生命保険コース
試験問題集

一般社団法人金融財政事情研究会 検定センター編
2022.６刊

Ａ５判・180ページ 定価2,200円（税込⑩）
ISBN978-4-322-14113-9 C2033
H

〈2022年度版〉金融業務2級

医療・介護コース
試験問題集

一般社団法人金融財政事情研究会 検定センター編
2022.６刊
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Ａ５判・148ページ 定価1,980円（税込⑩）
ISBN978-4-322-14124-5 C2033
H

「コンプライアンス・オフィサー・生命
保険コース」の受験者の学習の利便を図
るための試験問題集。試験の出題形式に
対応し、基礎知識のみならず、実務への
対応力を確認することができる。

「AML／CFT スタンダードコース」の
受験者の学習の利便を図るための試験問
題集。試験の出題形式に対応し、基礎知
識のみならず、実務への対応力を確認す
ることができる。

「AML／CFT スタンダード・生命保険
コース」の受験者の学習の利便を図るた
めの試験問題集。試験の出題形式に対応
し、基礎知識のみならず、実務への対応
力を確認することができる。

「AML／CFT スタンダード・証券コー
ス」の受験者の学習の利便を図るための
試験問題集。試験の出題形式に対応し、
基礎知識のみならず、実務への対応力を
確認することができる。

「個人情報保護オフィサー・銀行コー
ス・生命保険コース」の受験者の学習の
利便を図るための試験問題集。試験の出
題形式に対応し、基礎知識のみならず、
実務への対応力を確認することができる。

「金融業務２級

医療・介護コース」（業

種別エキスパート（医療・介護コース）
認定試験）の受験者の学習の利便を図る
ための試験問題集。営業店の融資・渉外
担当者として知っておくべき医療・介護
業界の基本的な知識を学習できる。

資格試験
〈2022年度版〉金融業務2級

建設・不動産コース
試験問題集

一般社団法人金融財政事情研究会 検定センター編
2022.３刊

Ａ５判・152ページ 定価1,980円（税込⑩）
ISBN978-4-322-14105-4 C2033
H

〈2022年度版〉金融業務2級

海外進出・取引コース
試験問題集

一般社団法人金融財政事情研究会 検定センター編
2022.３刊

Ａ５判・136ページ 定価1,980円（税込⑩）
ISBN978-4-322-14106-1 C2033
H

〈2022年度版〉金融業務3級

事業性評価コース
試験問題集

一般社団法人金融財政事情研究会 検定センター編
2022.３刊

Ａ５判・184ページ 定価1,980円（税込⑩）
ISBN978-4-322-14098-9 C2033
H

〈2022年度版〉金融業務2級

事業再生コース
試験問題集

一般社団法人金融財政事情研究会 検定センター編
2022.３刊

Ａ５判・160ページ 定価1,980円（税込⑩）
ISBN978-4-322-14107-8 C2033
H

〈2022年度版〉金融業務2級

事業承継・M&A コース
試験問題集

一般社団法人金融財政事情研究会 検定センター編
2022.６刊

Ａ５判・184ページ 定価1,980円（税込⑩）
ISBN978-4-322-14125-2 C2033
H

〈2022年度版〉金融業務3級

事業承継・M&A コース
試験問題集

一般社団法人金融財政事情研究会 検定センター編
2022.６刊

Ａ５判・164ページ 定価1,980円（税込⑩）
ISBN978-4-322-14116-0 C2033
H

「金融業務２級

建設・不動産コース」

（業種別エキスパート（建設・不動産
コース）認定試験）の受験者の学習の利
便を図るための試験問題集。渉外担当者
等として知っておくべき建設・不動産業
界の基本知識を学習できる。
「金融業務２級

海外進出・取引コース」

（海外進出・取引アドバイザー認定試験）
の受験者の学習の利便を図るための試験
問題集。試験の出題形式に対応、出題ポ
イントを短期間で学習できる。

「金融業務３級

事業性評価コース」（事

業性評価エキスパート認定試験）の受験
者の学習の利便を図るための試験問題
集。検定試験の出題範囲・形式（四答択
一式）に沿う形で構成。

「金融業務２級

事業再生コース」（事業

再生アドバイザー認定試験）の受験者の
学習の利便を図るための試験問題集。出
題問題を項目ごとに分類し、事業再生に
関する知識・スキルを確認できるよう、
豊富な解説をつけて掲載している。
「金融業務２級

事業承継・M & A コー

ス」（事業承継・M&A エキスパート認定
試験）の受験者の学習の利便を図るため
の試験問題集。検定試験の出題範囲・形
式（四答択一式30問、総合問題10題）に
沿う形で構成。
「金融業務３級

事業承継・M & A コー

ス」（事業承継・M&A ベーシック認定試
験）の受験者の学習の利便を図るための
試験問題集。検定試験の出題範囲・形式
（四答択一式）に沿う形で構成。
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資格試験
〈2022年度版〉金融業務2級

財務戦略コース
試験問題集

一般社団法人金融財政事情研究会 検定センター編
2022.３刊

Ａ５判・196ページ 定価2,640円（税込⑩）
ISBN978-4-322-14108-5 C2033
H

〈2022年度版〉金融業務2級

資産承継コース
試験問題集

一般社団法人金融財政事情研究会 検定センター編
2022.６刊

Ａ５判・168ページ 定価1,980円（税込⑩）
ISBN978-4-322-14126-9 C2033
H

〈2022年度版〉金融業務2級

ポートフォリオ・コンサルティングコース
試験問題集

一般社団法人金融財政事情研究会 検定センター編
2022.６刊

Ａ５判・152ページ 定価3,080円（税込⑩）
ISBN978-4-322-14127-6 C2033
H

〈2022年度版〉金融業務3級

リース取引コース
試験問題集

一般社団法人金融財政事情研究会 検定センター編
2022.６刊

Ａ５判・136ページ 定価2,420円（税込⑩）
ISBN978-4-322-14117-7 C2033
H

〈2022年度版〉金融業務3級

DX（デジタルトランスフォーメーション）コース
試験問題集

一般社団法人金融財政事情研究会 検定センター編
2022.６刊

Ａ５判・200ページ 定価2,420円（税込⑩）
ISBN978-4-322-14118-4 C2033
H

〈2022年度版〉金融業務3級

シニアライフ・相続コース
試験問題集

一般社団法人金融財政事情研究会 検定センター編
2022.６刊

142

Ａ５判・168ページ 定価1,980円（税込⑩）
ISBN978-4-322-14119-1 C2033
H

「金融業務２級

財務戦略コース」の受

験者の学習の利便を図るための試験問題
集。公式テキスト「企業の財務戦略に強
くなる講座」の参照箇所を示しつつ、試
験の出題形式を想定し多くの問題を収録。

「金融業務２級

資産承継コース」（資産

承継アドバイザー認定試験）の受験者の
学習の利便を図るための試験問題集。相
続や贈与など検定試験の出題範囲・形式
（四答択一式30問、総合問題10題）に沿
う形で構成。
「金融業務２級

ポートフォリオ・コン

サルティングコース」（ポートフォリ
オ・コンサルタント認定試験）の受験者
の学習の利便を図るための試験問題集。
出題可能性の高い項目を厳選し、要点お
よび関連事項を詳細に解説。
「金融業務３級

リース取引コース」

（リース取引アドバイザー認定試験）の
受験者の学習の利便を図るための試験問
題集。検定試験の出題範囲・形式（四答
択一式）に沿う形で構成。

「金融業務３級

DX（デジタルトランス

フォーメーション）コース」（金融 DX
アドバイザー認定試験）の受験者の学習
の利便を図るための試験問題集。設問ご
とに詳しい解説を掲載することで、DX
の基礎を学べる。
「金融業務３級

シニアライフ・相続

コース」（シニアライフ・相続アドバイ
ザー認定試験）の受験者の学習の利便を
図るための試験問題集。検定試験の出題
範囲・形式（四答択一式）に沿う形で構
成。

資格試験
〈2022年度版〉金融業務3級

個人型 DC（iDeCo）
コース
試験問題集

一般社団法人金融財政事情研究会 検定センター編
2022.６刊

Ａ５判・120ページ 定価1,980円（税込⑩）
ISBN978-4-322-14120-7 C2033
H

〈2022年度版〉金融業務3級

シニア対応銀行実務コース
試験問題集

一般社団法人金融財政事情研究会 検定センター編
2022.６刊

Ａ５判・170ページ 定価2,420円（税込⑩）
ISBN978-4-322-14121-4 C2033
H

〈2022年度版〉

マイナンバー保護オフィサー
試験問題集

一般社団法人金融財政事情研究会 検定センター編
2022.３刊

Ａ５判・132ページ 定価2,200円（税込⑩）
ISBN978-4-322-14114-6 C2033
H

〈2022年度〉

貸金主任者試験

分野別

精選過去問解説集

石川貴教・池田和世・西村晃一・吉元利行編
2022.５刊

Ａ５判・508ページ 定価2,365円（税込⑩）
ISBN978-4-322-14088-0 C2033
F

〈2022年度〉最短合格

貸金主任者試験 直前模試
清水将博著／株式会社きんざい 教育研修事業部編
2022.５刊

Ａ５判・360ページ 定価1,980円（税込⑩）
ISBN978-4-322-14089-7 C2033
F

「金融業務３級

個人型 DC（iDeCo ）

コース」（個人型 DC（iDeCo ）プラン
ナー認定試験）の受験者の学習の利便を
図るための試験問題集。検定試験の出題
範囲・形式（四答択一式）に沿う形で構
成。
「金融業務３級

シニア対応銀行実務

コース」（銀行ジェロントロジスト認定
試験）の受験者の学習の利便を図るため
の試験問題集。超高齢化社会における金
融機関の顧客対応をサポートするための
教材で、試験の出題範囲に沿う形で構成。
「マイナンバー保護オフィサー」の受験
者の学習の利便を図るための試験問題
集。マイナンバー法遵守に必要とされる
知識・判断力および顧客のマイナンバー
取扱いルールについての基本的な知識を
学習できる。
国家資格「貸金業務取扱主任者」試験対
策の過去問解説集。過去３年分の試験問
題・解答解説に加え、過去に遡って出題
された問題を○×・４択でフォロー。過
去問を徹底的に解き、出題傾向をつかむ
ことが、合格への早道！
国家資格「貸金業務取扱主任者」試験対
策の模擬問題集。年々、難化する本試験
を意識した模擬試験問題２回分を収録。
充実した解説により、短期間で重要テー
マを再確認。合格への総仕上げに最適。
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書名索引
（KINZAIバリュー叢書）

数字

Ｃ

１ 級FP技能士（学科）精選問題解説集
〈’22〜’23年版〉

134

１ 級金融窓口サービス技能士（学科・実技）
精選問題解説集〈2022年版〉

136

135

CLO投資入門

17

CSのための金融実務必携

65

136
137
136
136
137

５ つのプロセスで融資目標200％達成

100問100答

改正債権法でかわる金融実務

2020年改正対応

2025年における民間保険の役割り

24

Excel&VBAで学ぶ金融統計の基礎

39

108

Excel&VBAで学ぶファイナンスの数理

41

EXCELで学ぶ金融数学の基礎

38

EXCELで学ぶバーゼルⅡと信用リスク評価手法

50

73
122
101
5
66

生命保険コース試験問題集〈2022年度版〉

Ｂ
BtoB決済デジタライゼーション

144

EXCELでわかる市場・信用リスク管理
50

（体験デリバティブ）

Ｆ
Fintechとは何か

122

Fintechのビジネス戦略と法務

62

FPが知りたかった！
33

改正事項の最短整理〈2022年度版〉

51

FP技能検定１級
140

実技対策問題集〈2019年度分収録〉

135

FP技能検定１級
140

実技対策問題集〈2020年度分収録〉
FP技能検定教本 １ 級

AML/CFTスタンダード・
ATMのトリセツ

Ｅ

137

AML/CFTスタンダード・
証券コース試験問題集〈2022年度版〉

72

19

AML/CFTスタンダードコース
試験問題集〈2022年度版〉

137

ETFハンドブック

Ａ
ABL取引推進事典

137

DCプランナー実務必携〈2022年度版〉

115

割賦販売法・特定商品取引法

三段対照法令集

137

ESG/SDGsキーワード130

２１世紀を豊かに生きるための資本主義学
（KINZAIバリュー叢書）

DCプランナー １ 級試験問題集〈2022年度版〉
DCプランナー ２ 級試験問題集〈2022年度版〉

ESG投資とパフォーマンス

金融商品コンサルティング業務）
3.11と弁護士

Ｄ

DOING DIGITAL

３ 級金融窓口サービス技能士（実技／テラー業務・
精選問題解説集〈2022年版〉

130

―計量分析編―

３ 級金融窓口サービス技能士（学科）
精選問題解説集〈2022年版〉

123

―経済編―
CFA®受験のためのファイナンス講義

３ 級FP技能士（実技・個人・保険顧客資産相談業務）
精選問題解説集〈’22〜’23年版〉

131

135

３ 級FP技能士（学科）
精選問題解説集〈’22〜’23年版〉

118

―株式・債券・デリバティブ編―

２ 級金融窓口サービス技能士（実技）
精選問題解説集〈2022年版〉

CFA®受験ガイドブックレベルⅡ〈改訂版〉

CFA®受験のためのファイナンス講義

２ 級金融窓口サービス技能士（学科）
精選問題解説集〈2022年版〉

125

135

２ 級FP技能士（実技・中小事業主資産相談業務）
精選問題解説集〈’22〜’23年版〉

36

CFA®受験ガイドブックレベルⅠ〈第 ３ 版〉
CFA®受験のためのファイナンス講義

２ 級FP技能士（実技・生保・損保顧客資産相談業務）
精選問題解説集〈’22〜’23年版〉

40

135

２ 級FP技能士（実技・個人資産相談業務）
精選問題解説集〈’22〜’23年版〉

CDO〈第 ２ 版〉
CDSのすべて

２ 級FP技能士（学科）精選問題解説集
〈’22〜’23年版〉

74

140
73

リスク管理〈’22〜’23年版〉
FP技能検定教本 １ 級

133

２ 分冊

金融資産運用〈’22〜’23年版〉
FP技能検定教本 １ 級

135

１ 分冊

133

３ 分冊

ライフプランニングと資金計画〈’22〜’23年版〉 133

書名索引
FP技能検定教本 １ 級

４ 分冊

不動産〈’22〜’23年版〉
FP技能検定教本 １ 級

５ 分冊

タックスプランニング〈’22〜’23年版〉
FP技能検定教本 １ 級

133
134

６ 分冊

相続・事業承継〈’22〜’23年版〉
FP提案力の強化書〈2022年版〉

FPのための真・税金ハンドブック〈2022年度版〉

134

111

Q&Aそこが知りたいＪＡ版金融検査のポイント
（「コンサルティング能力」強化シリーズ）

Q&Aでわかる！デジタル遺産の相続

55

Q&A保証の新実務

96

Q&A持株会社化の考え方と進め方

85

Q&Aよくわかる高齢者への投資勧誘・販売ルール

12

Q&Aよくわかる証券検査・課徴金調査の実務

10

60

実務の基礎
133

117

Q&A令和 ３ 年改正民法・改正不登法・
相続土地国庫帰属法

87

JAバンク法務対策200講

102

J-REIT投資のすべて

41

Just Money

71

Ｌ

94

Q&A令和元年改正民事執行法制

96

Ｒ
REVICによる地域の再生と活性化

88

Ｓ

LegalTech

95

SEのための金融実務キーワード事典

31

SEのための金融入門〈第 ２ 版〉
SUMMARY

Ｍ
M&Aは地域活性化のソリューション〈改訂版〉

53

M&Aファイナンス〈第 ２ 版〉

40

Ｏ
ORSA：リスクとソルベンシーの自己評価
OTCデリバティブ規制改革とFMI原則

49
7

Ｐ
債権法改正〈第 ２ 版〉

96

Ｑ
Q&Aアメリカ金融改革法

COURT

67

Q&A外貨建て生命保険のコンプライアンス

51

Q&A外国人との共生社会における金融実務

97

39

THE資産管理専門銀行〈第 ４ 版〉

23

TMKの理論と実務〈改訂版〉

53

Ｘ
xVAチャレンジ

45

XVAモデルの理論と実務

47

ア

と担保法制
（KINZAIバリュー叢書）

112

アセットマネージャーのためのファイナンス機械

Q&A改正債権法と保証実務

97

Q&Aサービス付き高齢者向け住宅のすべて

111

Q&A司法書士のための犯罪収益移転防止法と
44

103

預り資産業務の真髄

Q&A会社法の実務論点20講

4

17

アジアにおけるシンジケート・ローンの契約実務

アセット・ベースト・レンディングの理論と実務

Q&A金融サービス仲介業

69
109

Ｔ

8

Q&A開示検査と会計不祥事対応の実務

62

THE資産管理実務用語700

アートとしての信用格付け
131

Q&Aインターネットバンキング

本人確認の実務

92

Q&A令和元年改正会社法〈第 ２ 版〉

LNG（液化天然ガス）プロジェクトファイナンス

practical金融法務

90

66

Ｊ
JA債権回収の実務

15

Q&Aで理解する中堅・中小企業向けM&A

56

IFAとは何者か

107

Q&A震災と建物賃貸借

84

Ｉ
ICT・AI時代の個人情報保護

107

Q&A地域金融機関とコンサルティング機能

FPドクターEGUCHIが教える中小企業の事業
承継実務ＡtoＺ〈第 ２ 版〉

Q&A商業登記利用案内
Q&A消費者裁判手続特例法・消費者契約法

学習

59
40
19

新しい相続法制の行方
（KINZAIバリュー叢書）

106

新しいファイナンス手法〈第 ２ 版〉

31

アパートローンのリスク管理

45

145

書名索引
（世界の中央銀行）

アメリカ連邦準備制度（FRS）の金融政策
（世界の中央銀行）

125

新たな信託ソリューションと法務

84

あらましとQ&Aでわかるカスハラ

117

あらましとQ&Aでわかるハラスメント対策

44

アルゴリズム取引の正体

23

暗号通貨取引の理論
安心ミライへの「資産形成」ガイドブックQ&A

120
56

イ

37
121

おカネとどう向き合うか
奥田シェフ・藤原浩氏もおすすめ

128

庄内レストランガイド

20

オプション
オペレーショナル・リスク管理高度化への挑戦

50
121

親子白書

カ

域外適用法令のすべて
いざという時に困らないシニア法律相談
イチから知る！

108
67

フェア・ディスクロージャー・

カード決済業務のすべて

68

海外進出支援

80

107

海外に学ぶ

一般法人・公益法人のガバナンスQ&A

110

外国為替

イノベーションの研究

119

いまさら聞けない融資の常識50考〈第 ２ 版〉

（外為エッセンシャルシリーズⅠ）

54
71
34
124

118

会社更生の実務Q&A120問

108

124

会社更生の実務〈新版〉
（上）

38

会社更生の実務〈新版〉
（下）

いまさら始める？個人不動産投資
（KINZAIバリュー叢書）

ポストコロナの銀行モデル

外資系金融のシンプルプレゼン術

イベント・トレンドで伸びる業種、沈む業種
逆引きビジネスガイド2020

プランニングおよび相続

実務におけるQ＆A66〈三訂版〉

改正不動産特定共同事業法

いまこそ政府投資拡大へ

実務必携

海外相続ガイドブック
8

ルール
一問一答

125

応酬話法で学ぶ融資渉外スキルアップ

89
111

会社の資本と登記
120

88

会社法入門

医療機関の経営力

87

（KINZAIバリュー叢書）

105

印鑑の基礎知識〈改訂版〉

52

会社を強くする承継の鉄則

86

イングランド銀行の金融政策
（世界の中央銀行）

126

インサイダー取引規制・フェアディスクロージャー
ルール入門
インターネット関係仮処分の実務

7
99

院長先生の相続・事業承継・M&A決定版
〈第 ２ 版〉

60
25

インフラPPPの理論と実務

19

146

108
33

（外為エッセンシャルシリーズⅡ）

34

【改訂版】相続事業承継ビジネスに携わる方の
ための営業トーク集100＋α

60
47

かかわる人を幸せにするお掃除会社

貸金主任者試験
82
16
26

115
66
116

分野別

精選過去問解説集

〈2022年度〉

営業店のための医療・介護向け取引推進事典

欧州中央銀行の金融政策

（外為エッセンシャルシリーズⅢ）

駆け出しFPの事件簿

向上術

オ

被災借地借家法・改正被災マンション法

確定拠出年金ベストアンサー100

営業担当者のための心でつながる顧客満足〈CS〉

〈第 ２ 版〉

概説

94

外為辞典

〈第 ２ 版〉
42

エ

営業店の新金融商品販売ルールQ&A

改正相続法〈第 ２ 版〉

カウンターパーティーリスクマネジメント

ウ

（KINZAIバリュー叢書）

概説

外為渉外

インフラPPPの経済学

運用難時代を切り拓くオルタナティブ投資

9

改正保険業法の解説

143

貸出管理
（新訂貸出管理回収手続双書）

39

貸出業務の王道

38

貸出業務の信質

37

カスタマーセントリックの銀行経営【価値共創版】

75

霞ヶ関から眺める証券市場の風景

11

価値と資本のマネジメント

44

書名索引
価値の探究者たち
葛藤するコーポレートガバナンス改革

62
120

家庭の金銭学

55

株式上場の実務〈第 ４ 版〉

69
103

株主総会実務必携
株主代表訴訟とD&O保険
（KINZAIバリュー叢書）
仮差押え

39

管理職のための女性リーダーを育てる本

123
33
78

（KINZAIバリュー叢書）
−語り継ぎたい日本の経営と文化−〔 ３ 〕

131

矜持あるひとびと
−語り継ぎたい日本の経営と文化−〔 ４ 〕
（KINZAIバリュー叢書）
業種別エキスパート

経営分析

第１巻

農業・畜産・水産・食料品・飲料分野

第２巻

紡績・繊維・皮革・生活用品分野

100

第３巻

木材・紙パ・化学・エネルギー分野

機関投資家のためのプライベート・エクイティ

36

第４巻

鉄鋼・金属・非鉄・建設・廃棄物処理

企業ALMの理論と実務

50

企業価値向上のデリバティブ

31

企業価値とオプション評価のロジックと実務

21

古稀・最高裁判事退官記念論文集

家族と倒産の未来を拓く

企業価値を高める組織・人材マネジメントの思考と

131
31

分野
第５巻

機械器具（一般、電気・電子、精密、
・防衛分野
輸送）

第６巻

運輸サービス・不動産・住宅・飲食店

71

実践
企業再生の法務〈第 ３ 版〉

85

企業審査とリスク・マネジメント

38

企業数理のすべて

48

企業と投資家を結ぶESG・SDGs

18

分野
第７巻

サービス関連（士業、コンサルタン

ト、代行・仲介業）
・学校・地公体・冠
婚葬祭分野
第８巻

美容・化粧品・医薬・医療・福祉・商

企業のリスクを可視化する事業性評価のフレーム

品小売分野
46

ワーク

第９巻

企業犯罪と司法取引
（KINZAIバリュー叢書）
気候変動リスクとどう向き合うか
基礎からわかる

131

〈第14次〉業種別審査事典

キ
木内道祥先生

130

矜持あるひとびと

（KINZAIバリュー叢書）
128

感謝する力
［完全版］投資ファンドのすべて

−語り継ぎたい日本の経営と文化−〔 １ 〕
（KINZAIバリュー叢書）

矜持あるひとびと

関西から巻き返す日本経済
（KINZAIバリュー叢書）

88

−語り継ぎたい日本の経営と文化−〔 ２ 〕
103

仮処分・仮登記を命ずる処分

（新訂貸出管理回収手続双書）

業界別事業再生事典
矜持あるひとびと

121

基礎からわかる供託〈第 ２ 版〉

商社・金融・レンタル・IT（情報通
信）分野

21

共通価値創造への挑戦
32

基礎からわかる医療施設の経営・財務管理
〈改訂版〉

第10巻

48

LIBORマーケット・モデルの実務

（CD-ROM付き）

旅行・スポーツ・レジャー・娯楽・

ペット分野

（KINZAIバリュー叢書）
協働で実現

収益確保と顧客本位のM&A

87
60

56

京都企業が世界を変える

124

95

京都大学で学ぶ企業経営と株式投資

122

基礎からわかる金融法務

9

基礎からわかる表示登記

102

巨大銀行の破綻処理

5

銀行員のための相続ビジネスと相続税法

58

期待リターン

19

銀行経営のパラダイムシフトと新成長戦略

78

木村がホンネで語る最新回収実務の肝

97

銀行経営変革

76

キャッシュフロー・ファイナンス

38

銀行経理の実務〈第 ９ 版〉

77

キャッシュレス・イノベーション

58

銀行実務詳説

68

キャッシュレス進化論

58

銀行ならではの“預り資産ビジネス戦略”

63

銀行のグループ経営

45

銀行買収

キャッシュレスで「消費」と「地方」を元気に
する
【究解】信用リスク管理

証券

（KINZAIバリュー叢書）

75
77
114

147

書名索引
金融機関の法務対策6000講

銀行法

8

銀行法精義

8

Ⅰ

金融機関の定義・コンプライアンス編

79

Ⅱ

預金・内国為替・投資商品編

Ⅲ

付随業務・周辺業務・Fintech編

55

Ⅳ

貸出・回収編

129

Ⅴ

担保編

Ⅵ

保証・取引先支援・事業再生編

銀行ルネサンス
金庫株の徹底活用術
（KINZAIバリュー叢書）
近助の精神
金融英文700選
（KINZAIバリュー叢書）

127

金融円滑化とリレーションシップバンキング
（地域金融「哲学」シリーズ）
金融が解る世界の歴史

116
85

〈改訂版〉

22

手続・規定・様式例

98

金融業務 ２ 級

ニュアル〈第 ２ 版〉

61

金融業務 ２ 級

金融機関コンプライアンス50講

6
9

金融機関職員なら知っておきたい個人情報の取扱い

8
28

金融機関職員のための相続・遺言・遺言信託入門

56

金融機関のAML実務ガイド

44

金融業務 ２ 級

14

金融業務 ２ 級

15

金融業務 ２ 級

16

金融業務 ２ 級

金融機関のガバナンス
（KINZAIバリュー叢書）

（金融検査マニュアルハンドブックシリーズ）

試験問題集〈2022年度版〉

金融機関の個人情報保護ハンドブック

9
7

金融機関のシステム監査の実務

68

金融機関のしなやかな変革

72

金融機関の相続手続〈改訂版〉

98

金融機関のための後見人の見方

105

金融業務 ３ 級

47

金融業務 ３ 級

金融機関のためのサイバーセキュリティとBCPの
実務

89
39

金融機関のための農業経営・分析改善アドバイス

81

金融機関のための不祥事件対策実務必携

76

金融業務 ３ 級

10

金融業務 ３ 級

47

金融業務 ３ 級

金融機関のためのマイナンバーへの義務的対応＆
利活用ガイド
Q&A〈第 ３ 版〉

148

143

財務コース
139

事業承継・M&Aコース

試験問題集〈2022年度版〉

141

事業性評価コース

試験問題集〈2022年度版〉

金融機関のためのマネー・ローンダリング対策

142

個人型DC（iDeCo）コース

試験問題集〈2022年度版〉
金融業務 ３ 級

138

DX（デジタルトランスフォーメー

試験問題集〈2022年度版〉

金融機関のための取引先企業の実態把握強化法

138

預金コース

ション）コース試験問題集〈2022年度版〉

金融機関のための倒産・再生の実務

142

融資コース

試験問題集〈2022年度版〉
金融業務 ３ 級

138

ポートフォリオ・コンサルティング

試験問題集〈2022年度版〉
金融業務 ２ 級

139

法務コース

コース試験問題集〈2022年度版〉

金融機関のコンプライアンス・リスク管理

142

税務コース

試験問題集〈2022年度版〉

金融機関の顧客保護等管理態勢

141

資産承継コース

試験問題集〈2022年度版〉

金融機関の監査部監査・自店内検査力強化の手引
き

金融業務 ２ 級

141

事業承継・M&Aコース

試験問題集〈2022年度版〉

金融機関職員のための経営改善計画書の読み方

142

事業再生コース

試験問題集〈2022年度版〉
金融業務 ２ 級

139

財務戦略コース

試験問題集〈2022年度版〉

金融機関コンプライアンス・オフィサーQ&A

141

財務コース

試験問題集〈2022年度版〉

金融機関行職員のための預金相続事務手続活用マ

141

建設・不動産コース

試験問題集〈2022年度版〉
金融業務 ２ 級

140

海外進出・取引コース

試験問題集〈2022年度版〉

84

金融機関行職員のための債権法改正で変わる事務

医療・介護コース

試験問題集〈2022年度版〉
金融業務 ２ 級
金融業務 ２ 級

金融機関が行う私的整理による事業再生の実務
金融機関からみた事業再生・企業倒産

金融業務 ２ 級

3
78
6

金融規制の原則
91

金融機関が行う経営改善支援マニュアル〈第 ３ 版〉 22
金融機関が行う事業継続力強化支援マニュアル

金融機関役員の法務

141

シニア対応銀行実務コース

試験問題集〈2022年度版〉
シニアライフ・相続コース

143

書名索引
試験問題集〈2022年度版〉
金融業務 ３ 級

試験問題集〈2022年度版〉
金融業務 ３ 級

金融業務 ３ 級

クラウドと法

138

暮らしの質を測る

129

車いす弁護士奮闘記

122

138

138
6
54

金融市場のための統計学

24

金融市場は制御可能なのか？
金融システム改革50年の軌跡
金融システム批判・序説

50
33

クレジット投資のすべて〈第 ２ 版〉

122

グローバル化進む日本企業のダイナミズム

金融再生請負人

（KINZAIバリュー叢書）

〈クレジット・アナリシス １ 〉
信用リスク分析−総論

142

金融検査マニュアル廃止後における信用リスク・
資産査定管理態勢

111

（KINZAIバリュー叢書）

実務コース

試験問題集〈2022年度版〉

121

ター・トレーニング

リース取引コース

試験問題集〈2022年度版〉
金融業務 ４ 級

139

預金コース

試験問題集〈2022年度版〉
金融業務 ３ 級

クライアントを惹き付けるモチベーションファク

融資コース

試験問題集〈2022年度版〉

ク

139

法務コース

試験問題集〈2022年度版〉
金融業務 ３ 級

142

税務コース

10
82
6

5

グローバル金融規制と新たなリスクへの対応
グローバル金融システムの苦悩と挑戦

11

グローバル金融制度のすべて

81
4

グローバルコンプライアンスの実務

ケ
経営者心理学入門
130

（KINZAIバリュー叢書）
経営者の信頼を勝ち得るために〈第 ２ 版〉

82

金融システムを考える

16

経営者のための実践的コンプライアンス

13

金融実務と反社会的勢力対応100講

15

経済価値ベースの保険ERMの本質〈第 ２ 版〉

43

金融資本市場と公共政策

57

経済再興のための金融システムの構築

12

競売不動産評価の理論と実務〈第 ２ 版〉

金融商品取引法入門
（KINZAIバリュー叢書）
金融所得一体課税の推進と日本版IRAの提案

6

（KINZAIバリュー叢書）
131

金融数学・確率統計

ケーススタディ

106
18

企業価値評価

119

結婚白書

（EXCELで学ぶファイナンス①）

42

金融デジタライゼーションのすべて

55

金融とITの政策学

61

決済から金融を考える
65

（KINZAIバリュー叢書）
決済サービスとキャッシュレス社会の本質

57

128

決算書スーパー分析〈第 ３ 版〉

41

金融と保険の融合

48

元気な中小企業はここが違う！

金融取引からの反社会的勢力排除

10

（KINZAIバリュー叢書）

金融取引訴訟実務入門

98

原子力損害賠償の法律問題

金融取引法入門

15

金融・投資教育のススメ

金融の未来

41
74

73

現場からはじめる働き方改革

金融ビジネスの病態と素因

81

現論・信用金庫経営

金融法務読本〈第27版〉

16

金融窓口・渉外べからず集〈改訂増補版〉

63

（KINZAIバリュー叢書）

49

金融リテラシー入門〈応用編〉

116

金融リテラシー入門〈基礎編〉

116

金融力の測定

71

111

（KINZAIバリュー叢書）
現代ポートフォリオ理論講義

（KINZAIバリュー叢書）

金融リスク管理の現場

127

81

（KINZAIバリュー叢書）

コ
合格ターゲット １ 級FP技能士特訓テキスト〔学科〕
134

〈’22〜’23年版〉
講義

95

民事訴訟の実務

30

公共施設等運営権

75

後見預金
公的・企業年金運用会社の元社長が教える

波乱

149

書名索引
コンダクトリスク

相場を〈黄金のシナリオ〉に変える資産運用法
28

かんたんすぎてすみません。
合同会社（LLC）とパススルー税制

43

（KINZAIバリュー叢書）
コンプライアンス・オフィサー・銀行コース

126

（KINZAIバリュー叢書）
行動はすべてに勝る

試験問題集〈2022年度版〉

139

コンプライアンス・オフィサー・生命保険コース
115

（KINZAIバリュー叢書）
高齢者との金融取引Q&A〈第 ２ 版〉

52

高齢のお客さま応対のための金融窓口べからず集

64
109

（KINZAIバリュー叢書）

36

コーポレートファイナンスの原理〈第 ９ 版〉
ゴールベース法人取引

75
123

顧客を観よ

109

（KINZAIバリュー叢書）

48

27

（KINZAIバリュー叢書）
国際税務プランニングのすべて

61

国債のすべて

49
127

国債膨張の戦後史
投信販売力が身につく

最近の不動産の話
109

（KINZAIバリュー叢書）
債券運用と投資戦略〈第 ４ 版〉

顧客をリスクから守る資産形成術

14
51

山は動くか

個人再生の実務Q&A120問
99

〈全倒ネット実務Q&Aシリーズ〉
個人情報保護オフィサー・銀行コース・生命保険
コース試験問題集〈2022年度版〉

26

債権回収〈第 ２ 版〉
88

（法人融資手引シリーズ）
債権回収の初動

90

（KINZAIバリュー叢書）
債権・動産担保実務〈第 ３ 版〉

コン

プライアンスAnswer
個人金融資産2000兆円

86

再エネ法入門
最強のリスク管理

（KINZAIバリュー叢書）

140

サ
サービサーと事業再生

コーポレートガバナンス入門

心にひびく、のこる

試験問題集〈2022年度版〉

30

（法人融資手引シリーズ）
債権法改正とローン契約

24

最新インサイダー取引規制

13

最新私的整理事情
89

（KINZAIバリュー叢書）
140

最新

根抵当権実務〈補訂版〉

104

46

最短合格

２ 級FP技能士〈’22〜’23年版〉

134

個人の破産・再生手続

112

最短合格

３ 級FP技能士〈’22〜’23年版〉

134

ゴビ砂漠からの脱出

115

最短合格

貸金主任者試験

個人情報保護法と金融実務〈第 ４ 版〉

64

コモディティハンドブック【貴金属編】〈第 ２ 版〉
コモディティハンドブック【石油・ゴム編】

143

〈2022年度〉
再投資可能な医療

58

〈第 ２ 版〉

コモディティハンドブック【農産物編】〈第 ２ 版〉 63

（KINZAIバリュー叢書）

69

これからのストレステスト

49

裁判例でお答え

45

坂道をゆく

これからの内部通報システム

125

これであなたも一発合格！

35

サイバーセキュリティマネジメント入門

これが金融機関の内部監査だ〔2nd edition〕

これだけは知っておきたい国際金融

直前模試

（KINZAIバリュー叢書）
相続と遺言の相談25選

45
106
116

先物市場のテクニカル分析

42

先物市場のテクニカル分析スタディガイド

42

136

ザ・クラウドファンディング

136

サステナブルファイナンス原論

20

これでわかるABL

34

サステナブルファイナンス攻防

19

これでわかる経営者保証〈改訂版〉

20

サステナブルファイナンスの時代

59

ゴローちゃんDC担当になる

55

ザ・地銀

FP ３ 級参考書〈’22〜’23年版〉
これであなたも一発合格！
FP ３ 級問題集〈’22〜’23年版〉

（KINZAIバリュー叢書）

コロナ禍と世界経済
（KINZAIバリュー叢書）

（KINZAIバリュー叢書）
115

コロナ後を生き抜く通説に惑わされない投資と思考法
（KINZAIバリュー叢書）

150

116

残業ゼロで目標200％達成
三週間の休暇
三大疾病ライフプランニングハンドブック

27

79
78
114
57

書名索引
（KINZAIバリュー叢書）

シ
事業再生・倒産実務全書

86

事業承継で生まれ変わる

88

事業承継法務のすべて〈第 ２ 版〉

93

事業性評価人材育成の実践

74

資源・インフラＰＰＰ／プロジェクトファイナンス
資産運用の高度化に向けて

住宅ローンのマネジメント力を高める
（KINZAIバリュー叢書）

9

37

種類株式を活用した事業承継・相続対策
（KINZAIバリュー叢書）
準大手・中堅証券史

32

の基礎理論

128
65

終活のリアル

100
70

ジョイント・ベンチャー契約の実務と理論
25

〈新訂版〉

資産運用のパフォーマンス測定〈第 ２ 版〉

23

詳解商業登記〈全訂第 ３ 版〉

資産運用の本質

28

詳解信託判例

資産・債権の流動化・証券化〈第 ４ 版〉

17

詳解

デジタル金融法務

市場系パッケージ選定のための知識と実務

63

詳解

保険業法

18

証券化

68

証券事典

25

「市場」ではなく「企業」を買う株式投資〈増補版〉
市場の動きを見極める経済指標の見方
市場リスク・流動性リスクの評価手法と態勢構築

123
47
130

地震保険制度
実践！「現場営業力」強化セミナー
（KINZAIバリュー叢書）
実戦！社会VS暴力団

証券投資分析〈第 ３ 版〉
（EXCELで学ぶファイナンス②）
詳細

登記六法〈2022年版〉

26

上場会社オーナーのための資産管理実務

14

詳説

改正債権法

118

詳説

特定商取引法・割賦販売法

86

詳説

バーゼル規制の実務

実践的中小企業再生論〈別冊版〉

89

食料農業の法と制度

実務解説

エクエーター原則／赤道原則

実務ガイド

新・会社非訟〈増補改訂版〉

93
64
102
4
7
120

女子にあまったお金はない

67

所有者不明私道への対応ガイドライン

99

29

知らないではすまされないインターネット利用

104

実務家のための電子記録債権とサプライヤーファ

の心得ケーススタディ
史料で読む日本の金融

38

イナンス

40

82

実践ホスピタリティ入門
（KINZAIバリュー叢書）

5
10

実践的中小企業再生論〈第 ３ 版〉

実践！地方創生の地域経営

92
107

66
115

事例からみた地域金融機関の信用リスク管理

実務詳説

商標関係訴訟

105

実務詳説

著作権訴訟〈第 ２ 版〉

105

事例研究

アセット・ベースト・ソリューション

30

実務詳説

特許関係訴訟〈第 ４ 版〉

92

事例詳解

インサイダー取引規制

12

実務詳説

不正競争訴訟

105

事例でわかる！食と農のマーケティング入門

57

実務に活かす判例登記法

94

事例に学ぶ貸出先実態把握の勘所

40

実務必携

金融検査事例集の解説

14

事例に学ぶ貸出担当者育成の勘所

40

実務必携

信用金庫法

事例に学ぶ貸出の基本を教えるOJTの勘所

34

事例に学ぶ貸出判断の勘所〈新版〉

29

103

事例に学ぶ苦情・クレーム対応の勘所

68

80

事例に学ぶ決算分析の勘所〈第 ２ 版〉

18

支店長の本懐

83

進化する確定拠出年金

62

視点を変える

124

実例に学ぶ金融機関の債権償却〈第 ５ 版〉
私的整理の実務Q&A140問
支店長

勝野俊介

7
37

司法的企業運営

95

私募債の実務〈改訂版〉

69

「氏名の読み仮名の法制化に関する研究会取りま
とめ」の解説

92

社外取締役の実像
（KINZAIバリュー叢書）
社内調査入門

71

70

〈改訂版〉

しんきんファミリーにおける事業承継・M&A事例
60

集
人工知能と銀行経営

74

新債権法が重要判例に与える影響

100

新債権法下の債権管理回収実務Q&A

101

震災法務Q&A

112

企業対応の実務

人生100年時代のローン活用術
新成年後見制度の解説〈改訂版〉

20
100

151

書名索引
人生の引継ぎを考える方にアドバイスしたい

54

社会人の常識・マナー編
65

図説

（KINZAIバリュー叢書）

126

図説

生命保険ビジネス〈第 ２ 版〉

52

新世代リテールバンキング

82

図説

損害保険代理店ビジネスの新潮流

67

新装版

基礎から学べる投資・運用関連数式集

23

図説

損害保険ビジネス〈第 ３ 版〉

61

新装版

真経営学読本

114

ステークホルダー

新装版

名銀行家列伝

121

スペシャリストからプロフェッショナルへ

70のこと〈第 ２ 版〉
人生のリスク管理

90

11
23

信託の世界史
信託の法務と実務〈 ６ 訂版〉
資金決済法

11
4

新注釈民事再生法〈第 ２ 版〉
（上）
第 １ 条〜第153条
第154条〜第266条
新倒産法制10年を検証する
真のバリュー投資のための企業価値分析
［新版］インサイダー取引規制のすべて
新版

証拠保全の実務

新版

ゼロから学ぶ！ファイナンシャル・プラン

112

オルタナティブローン

信用金庫便覧2021−2022
信用組合便覧2021〜2022
信用保証〈第 ３ 版〉

成長産業目利き講座

90

うになる
責任ある金融

64
36

（KINZAIバリュー叢書）
ゼロからわかる金融マーケティング

20
32
3
3
16

74

（KINZAIバリュー叢書）
ゼロからわかる金融リスク管理

48

（KINZAIバリュー叢書）
ゼロからわかるコンサルティング営業のアプローチ

32

（KINZAIバリュー叢書）
ゼロからわかるコンプライアンス

13

（KINZAIバリュー叢書）
ゼロからわかる事業再生

10

信用保証協会保証付融資の債権管理

101

信頼されるリーダーへの道

127

信頼を築く面談力

123

89

（KINZAIバリュー叢書）
ゼロからわかる時事問題とマーケットの深い関係

123

（KINZAIバリュー叢書）
ゼロからわかる損益と資金の見方

35

（KINZAIバリュー叢書）

ス

ゼロからわかる知的財産のしくみ

スイス・プライベートバンクの教科書

52

数理ファイナンスの歴史

28

図解で学ぶSEのための企業年金入門〈第 ２ 版〉

59

図解で学ぶSEのための銀行三大業務入門〈第 ３ 版〉

53

ゼロ・コミッション革命

図解で学ぶSEのための証券業務入門

59

全訂

すぐに使える

そうぞく対策と生命保険活用術

〈三訂版〉
スコアリングモデルの基礎知識
図説

金融規制の潮流と銀行ERM

図説

金融ビジネスナビ2022

金融機関の仕事編

152

90

伸びるビジネスが診えるよ

12

信用保証協会の保証〈第 ５ 版〉
（法人融資手引シリーズ）

119

「製造業」に対する目利き能力を高める

生命保険の法務と実務〈第 ３ 版〉

79

信用金庫論

セ

18
106

27

税から読みとく歴史・社会と日本の将来

（「コンサルティング能力」強化シリーズ）
112

63

ニング講座
［新版］プロジェクト・ファイナンスの実務

スワップ取引のすべて〈第 ５ 版〉

（KINZAIバリュー叢書）
112

新注釈民事再生法〈第 ２ 版〉
（下）

図説

126

生き残る司法書士の条件

（KINZAIバリュー叢書）

シンプル解説

54

情報リテラシー向上編

信託入門

新・逐条解説

金融ビジネスナビ2022

金融ビジネスナビ2022

51

29

（KINZAIバリュー叢書）

72
110

執行供託の理論と実務

ソ

46

相続の登記実務Q&A120問

6

相続法改正と金融実務Q&A
相続を成功へ導くアドバイス

54

106

（KINZAIバリュー叢書）
ゼロからわかる積立投資のススメ方

108
99
Q&Aで完全攻略

遺産分割・課税財産
「相談される金融マン」になるための労働・社会保

124

書名索引
険＆助成金活用ガイドブック
“総点検”スプレッドバンキング
増補版

金融リスク管理を変えた10大事件＋Ｘ

続・支店長の本懐
続・提言

倒産法改正

続々・提言

倒産法改正

66
47

（KINZAIバリュー叢書）

93

地方銀行のコーポレートガバナンス戦略

76

80

地方証券史

74

110

地方創生に挑む地域金融

88

110

地方創生への挑戦

72

中高年男性の働き方の未来
129
64

114

中国現地法人の出口戦略と撤退実務
（KINZAIバリュー叢書）

126

中国現地法人売却M&Aの実務

タ

（KINZAIバリュー叢書）

体系

グローバル・コンプライアンス・リスクの

中国人・台湾人との金融取引

設置と運用〈改訂版〉

96

中国ビジネス必携

銀行員のための『論語と算盤』とSDGs

71

第三者委員会

76

対話する銀行
高杉課長のコンサル手帖
田原睦夫先生

86

古稀・最高裁判事退官記念論文集

現代民事法の実務と理論

109

担保書式便覧【不動産編】

29

（KINZAIバリュー叢書）

102
129

注釈金融商品取引法〈改訂版〉 第 １ 巻
〔定義・情報開示規制〕

5

注釈破産法（上）

104

注釈破産法（下）

104

中小企業M&A

株式譲渡の税務

中小企業M&A実務必携

チ

118
26

中国債券取引の実務
13

現状
対訳

髙部眞規子裁判官退官

記念論文集

46

続・郵政民営化と郵政改革
損害保険の法務と実務〈第 ２ 版〉

知的財産権訴訟の煌めき

M&A手法選択の実務

84
87

中小企業M&Aにおける財務デューデリジェンス

地域活性化とリレーションシップバンキング

のすべて

119

91

中小企業「格付け」取得の時代〈第 ２ 版〉

地域金融機関が担う地方転職

85

中小企業の事業性評価と新規融資のタネ

28

地域金融機関と会計人の連携

87

中小企業の社内調査

44

地域金融機関における資金運用の高度化

26

中小企業のための民事再生手続活用ハンドブック

85

地域金融機関による事業性評価と地方創生

77

中小企業向け新規融資のための事業計画分析

地域金融機関の合併の実務

73

地域金融機関の資金運用とリスク管理〈改訂版〉

46

地域金融機関の将来経営計画

78

地域金融機関のためのRAF構築

43

通貨オプション入門

地域金融機関のための中小企業M&A入門

41

通常再生の実務Q&A150問

地域金融機関の保険業務

65

地域金融のあしたの探り方

78

地域の資源を活かす再生可能エネルギー事業

32

（地域金融「哲学」シリーズ）

PDCA

35

ツ

（全倒ネット実務Q&Aシリーズ）

23
94

テ
提言

地域への愛情が創意工夫を生む

132

倒産法改正

110

72

定年楽園

66

72

定量的リスク管理の実務

45

地銀創生

77

デジタルイノベーションと金融システム

75

地銀の選択

79

デジタル革命時代における銀行経営

73

地銀の未来

79

デジタル革命時代における保険会社経営

地銀連携

80

デジタル化する世界と金融

〈リージョナルバンカー〉
地銀

構造不況からの脱出

76
117

逐条解説

新金融商品販売法

15

デジタル時代の金融システム

70

逐条解説

投資信託約款

22

デリバティブキーワード360

21

逐条解説

投資法人法

110

逐条解説

不動産登記事務取扱手続準則

104

（KINZAIバリュー叢書）

33

逐条解説

不動産特定共同事業法

105

デリバティブ取引のすべて

33

デリバティブとはさみは使いよう

153

書名索引
デリバティブ取引の法務〈第 ５ 版〉

62

デリバティブ入門講義

24

でんさい実務Q&A

34
28

「でんさい」のすべて〈第 ２ 版〉

ト
「登記制度・土地所有権の在り方等に関する研究会」
中間取りまとめの概要

動産・債権譲渡登記手続の実務対応Q&A〈全訂版〉

99

46

79
90

認定支援機関実務ハンドブック〈第 ３ 版〉

84

113

金融リスク資本と統合リスク管理〈第 ２ 版〉 48

ネ
根抵当権の確定と登記

動産評価とリレーションシップバンキング
91
107

投資信託の検査とプロセス別留意点

14

投資信託の世界

22

投資信託の法務と実務〈第 ５ 版〉

59

精選例題でわかる株式取引
54
120

隣の協同組織金融機関
70

111

年金基金のためのプライベート・エクイティ

31

ノ
飲みの技法

114

ハ
バーゼルⅢ

自己資本比率規制

計算とリスク捕
11

捉実務の完全解説
バーゼルⅢ

（KINZAIバリュー叢書）

67

（KINZAIバリュー叢書）

任意売却の登記あ・ら・かると

倒産手続と担保権

独禁法・景品表示法・下請法

53

日本の金融リスク管理を変えた10大事件

98
109

ルール

24

入門

倒産処理と弁護士倫理

東証公式ガイド

日本のLBOファイナンス
日本のM&Aの歴史と未来

97
103

倒産法改正150の検討課題

120

日本復活を本物に

動産・債権譲渡登記の実務〈第 ２ 版〉

（地域金融「哲学」シリーズ）

20

講義
日本経済の新しい見方

日本の年金制度

「登記制度・土地所有権の在り方等に関する研究報
告書」の概要

日本企業変革のためのコーポレートファイナンス

自己資本比率規制

国際統一／国内

基準告示の完全解説

11

取引の相手方と金融実務〈改訂版〉

13

バーゼルⅢ

トレーダーは知っている

31

バーゼル委員会の舞台裏

5

バーゼル規制とその実務

12

ナ
125

内部監査高度化のすべて

ハイタニがこっそり教える目からウロコの不動産・

49

ハイブリッド・ファイナンス事典

70

破産管財の実務〈第 ３ 版〉

相続対策〈改訂版〉

（KINZAIバリュー叢書）
その価値と有効性

破産管財の手引〈第 ２ 版〉
（CD-ROM付き）

内部統制対応版
企業コンプライアンス態勢のすべて〈新訂版〉
なぜ、いま日本株長期投資なのか

14
125

西日本シティ銀行誕生への道のり

81

日本株式市場のリスクプレミアムと資本コスト

個人再生編

104

はじめてのイスラム金融

127

はじめての株式投資

（KINZAIバリュー叢書）

日本一わかりやすい海外M&A入門
（KINZAIバリュー叢書）

（全倒ネット実務Q&Aシリーズ）

破産申立代理人の地位と責任

日米欧の住宅市場と住宅金融
（KINZAIバリュー叢書）

65
27
97
106
97
95

破産・民事再生の実務〈第 ４ 版〉民事再生・

日常生活支援から始まる成年後見事業
（KINZAIバリュー叢書）

37

破産実務Q&A220問
破産・民事再生の実務〈第 ４ 版〉破産編

ニ

154

企業財務を学ぶ

69

内部監査入門

日本株市場

12

ハーバード・ケーススタディ方式で

ナイスディール

内部監査は諸刃の剣

流動性規制が変えるリスク管理

はじめての金融業務
26
34
119

95
101
28
30
8

バリューチェーンファイナンス

81

反社会的勢力排除の法務と実務

128

反社会的勢力・不当要求対策の現在と未来

117

書名索引
ハンドブック信託

16

弁護士会照会ハンドブック

判例から学ぶ金融商品販売と訴訟リスク対策

13

弁護士が語る中国ビジネスの勘所

判例に学ぶ決済サービスの法務と実務

94

100
58

（KINZAIバリュー叢書）
弁護士・信託銀行員がズバリ教える

ヒ

68

ないと困る遺言あっても困る遺言

東日本大震災に伴う仙台地裁の事務処理・運用

89

非財務リスク管理の実務

43

「筆界の調査・認定の在り方に関する検討報告書」

118

ドブック

59

ベンチャーキャピタルファンド契約の実務
94

の解説

35

びっくりするほど経営分析がよくわかる本

ホ
防災・危機管理の再点検

人づくりのためのリーダーシップ実践術
（KINZAIバリュー叢書）

弁護士のためのマネー・ローンダリング対策ガイ

126

病院・高齢者向け住宅・介護福祉施設融資ハンド

130

ポートフォリオ理論の実践
41

（EXCELで学ぶファイナンス⑤）

ブック
表明保証保険の実務

36

保険業界2.0

56

保険業務のコンプライアンス〈第 ４ 版〉

フ

52
4

補助金の申請と会計・税務

127

ポスト金融危機の銀行経営

80

ファイナンス機械学習

21

ポストコロナ時代のプライベート・エクイティ

17

ファンドビジネスの法務〈第 ４ 版〉

17

本業支援と企業価値向上のための事業性評価入門

87

フィデューシャリー・デューティー・ワークショップ
（KINZAIバリュー叢書）

本当に使える企業防災危機管理マニュアルの
76

フィナンシャルエンジニアリング〈第 ９ 版〉

27

フェア・ディスクロージャー・ルールブック

7

不動産競売申立ての実務と記載例〈全訂 ３ 版〉
不動産証券化商品への投資とそのリスク

113

マ
マイナス金利と年金運用

57

マイナンバー

29

マイナンバー保護オフィサー

不動産担保実務
（法人融資手引シリーズ）

132

つくり方

（KINZAIバリュー叢書）

25
129

不動産登記実務総覧〈第 ４ 版〉

98

不動産ファイナンスの再生・回収実務

37

間違いだらけのM&A

35

富裕層・経営者営業大全

57

町工場の経営支援

86

プライベート・エクイティとESG

52

マネー・ローンダリング規制の新展開

ふるさと投資のすべて

35

マネロン・テロ資金供与対策キーワード100

55

マネロン・テロ資金供与対策の理論と実務

ブレグジット後の金融街シティとチャレンジャー
バンクの可能性
文学から読み解く信託

19

文系のためのフィンテック大全

62

分散投資を超えて

18

粉飾決算企業で学ぶ実践「財務三表」の見方

9
43

24

22

（体験デリバティブ）
マンガでわかるiDeCoのはじめ方

121

ライバルはイデ子⁉
事例で学ぶ企業年金実務

未払賃金立替払制度実務ハンドブック〈第 ２ 版〉
60

77
53

ミャンマー開国

128

民事再生の運用指針

100

米国はいかに国民の退職後を支援しているか

58

民事執行法の改正に関する中間試案

101

ベーシック

61

民事不介入原則の超克

108

22

民事保全手続

米経済紙から学ぶ実践英単語
金融実務用語集〈改訂版〉

ヘッジファンドのアクティブ投資戦略

118

51

ミ
ミドルの本懐

ヘ

4

マルチカーブのもとでわかるハル・ホワイト・モデル

マンガと会話でわかる

〈増補改訂版〉

平安保険グループの衝撃

143

〈第 ３ 版〉

プロジェクトファイナンスの理論と実務〈第 ２ 版〉 32

（KINZAIバリュー叢書）

試験問題集〈2022年度版〉

99

155

書名索引
民事保全の実務〈第 ４ 版〉（上）

93

民事保全の実務〈第 ４ 版〉
（下）

93

民法改正と不動産取引

61

民法（債権関係）改正法の概要

101

民法（相続関係）改正法の概要

98

「民法・不動産登記法（所有者不明土地関係）等
の改正に関する中間試案」の解説

96

ム
村上水軍

その真実の歴史と経営哲学

117

メ
明解

日本の財政入門

122

モ
もうヤダこんな後輩！ 先輩のための後輩トリセツ
融実務相談事例200

25
29
36

129

やってみたらこんなにおトク！
税制優遇のおいしいいただき方〈第 ３ 版〉

53

ユ
融資業務再生の処方箋

25

融資契約〈第 ３ 版〉
（法人融資手引シリーズ）

30

融資審査〈第 ３ 版〉
（法人融資手引シリーズ）

30

融資担当者が知っておきたい不動産の基礎知識と
評価手法

67

郵政民営化と郵政改革
（KINZAIバリュー叢書）
ゆうちょ銀行の諸問題の本質と地域金融論

130
73

ヨ
よい自治体とは何か？

124

よくわかる改正民法と金融取引Q&A

102

よくわかる金融機関の不祥事件対策

82

よくわかる金融内部監査

15

与信管理入門［新版］

44

預託等取引に関する法律の解説

92

156

107
56

利益相反の先例・判例と実務〈全訂第 ４ 版〉

102

理系人材のための金融経済リテラシー

119

リスクアペタイト・フレームワーク

77

リスク計量化入門

49

リスクマネジメントキーワード170

50

リレーションシップバンキングと知的資産

91

リレーションシップ・バンキングの未来

85

レ
〈増補版〉

93
75

システム

ロ
労働金庫

80

ロボアドバイザーの資産運用革命

ヤ
躍動する環境ビジネス

（KINZAIバリュー叢書）
リース法務ハンドブック

連結経営実現のためのキャッシュ・マネジメント・

モンテカルロ法によるリアル・オプション分析
（CD-ROM付き）

リーガル・エクササイズ

令和元年改正民事執行法制の法令解説・運用実務
64

もしもし“調査相談室”に寄せられるよくある金
モンテカルロ法入門

リ

論点解説

商業登記法コンメンタール

論点解説

令和元年改正民事執行法

63
103
96

ワ
わかりやすい融資業務〈第 ３ 版〉

39

「わたし」のための金融リテラシー

117

著者名索引
C
Chan, Ronald W.

62

D
DCプランナー実務研究会

Post Merger Integration研究会

61
71

R

EY新日本有限責任監査法人

59

Ross, Stephen A.

コンサルティング

43

Fischer, Ronald D.

25

G
25

Gregory, Jon

45

Ｈ
Hicks, Alan

14
97,101

荒井

正児

112

荒木

秀之

123

有浦

義明

50

有吉

尚哉

4,6,56

粟澤

方智

89

101,107

Ｉ
Investment Company Institute

36

Wilson, Thomas C.

44

Ｚ
57

ア
アーマー，ジョン

J
Jaffe, Jeffrey F.

36

K
KPMG／あずさ監査法人金融
45

事業部
フィンテッ

ク推進支援室

74

M
MNTSQ株式会社

95

N
NTTデータ経営研究所

131

28

アンダーソン，トーマスJ.

20

アンダーソン・毛利・友常
法律事務所

Westerfield, Randolph W.

58

アング，アンドリュー

6
112

108

匡明

25

飯塚

仁康

60

伊井

哲朗

18

安間

株式会社ZUU

24
76,82

知子

W

23

潔
隆男

T
TMI総合法律事務所

Galetovic, Alexander

53

天谷

45

グループ
49

博夫

荒井

Managementソリューション

FFR＋

渥美

36

SAS Institute Japan Risk

F

123

55

S

EYストラテジー・アンド・

62

尚武

甘粕

Services
25

共同事業Fintechチーム
厚美

アブナー，デビッド・Ｊ

Ridgelinez株式会社Financial

Engel, Eduardo

39,90

渥美坂井法律事務所・外国法

PwCあらた有限責任監査法人
137

E

KPMGジャパン

株式会社アットストリーム

P

イ

イーデルマン，リック

55

飯野

直也

11

飯村

衛

68

飯山

俊康

イェスコム，エドワード

72
19,32

相澤

哲

相澤

光江

86

会田

卓司

120

井川

孝之

青木

惠一

133

井口

秀昭

18

青木

幹雄

96

池田

和世

15,143

五十嵐チカ

6
29

あおぞら債権回収株式会社

86

池田

雅史

43

あおぞら地域総研株式会社

74,77

池田

正嗣

32

青沼

君明

38,39,41,48,50

池田

唯一

8

青山

修

104,108

池永

朝昭

14

青山

竜文

35,87

青山

直子

14,55,67

伊佐地立典
石井

69

裕介

112
56

赤井

厚雄

35

石尾

肇

赤根

妙子

110

石川

清英

70

阿久澤利直

21

石川

貴教

143

NTTデータ・フィナンシャル

浅井

太郎

11

石毛

宏

90,122

・ソリューションズ先端金

浅井

弘章

46,90

石田

英和

18

浅岡

泰史

28

石田

雅彦

71

朝山

道央

121

石塚

岳

69

浩

43

石山

嘉英

11

アセットマネジメントOne

23

井須

孝誠

91

安達

81

磯部

慎吾

95

融工学センター

23

O
Obsopoeus, V

東
114

長俊

157

著者名索引
市川

伸子

39,50

伊東

啓

17

伊藤

隆

98

永口

学

江上

伊藤

眞

39,112

伊東

眞幸

77,79,80

井戸

照喜

稲田
稲田

大原

啓一

大宮

有史

44

96

大村

敬一

20,81

大村

博

33,34

エ

56

広行

71,72,76,81

江口浩一郎

16

大村由紀子

75

江口

66

大森

茂

69

行祐

56

株式会社エスネットワークス

博志

14

江夏あかね

稲葉

大明

74,132

榎本

井上

愛朗

85

井上

聡

96

井上

雅之

井上

義明

井上

龍子

120

稲生

隆浩

85

井下

祐忠

61

今井

和男

37

今泉

宣親

9,45

大江

英樹

66

今永浩一郎

69

大垣

尚司

118

イルマネン，アンティ

19

大川

治

44

94,103

大櫛

健一

67

岡山

祝田法律事務所

9

35

大森

泰人

11,16

115

大谷

太

92

哲也

32

大山

剛

49

江原

健志

93

オーレイ，ダン

江平

享

27,77

52

衞本

豊樹

53

31

エンリケス，ルカ

6

岩井

伸晃

100

岩崎

俊博

88

岩田

和壽

109

岩田合同法律事務所

輝

67,78

岩橋

健治

33

岩本

堯

オ
弁護士法人大江橋法律事務所
59,103

大久保暁彦
大久保

豊

大阪商事研究会

岡下

和美

59

岡島

弘展

20

緒方

俊亮

11

岡田

伸太

100

尾方

宏行

103
63

お金のデザイン
武志

119

岡本

和久

28

岡本

大毅

4

忠広

108

岡野

10,12

小川

直人

99

尾川

宏豪

16,75,91,104

尾木

研三

46

78

直樹

32

45,47,74,124,132
6

大久保良夫
大庫

6

慶

大和田

104

34

小木曽佳子
奥野

一成

6,18,122,124

52,61,67

大崎

貞和

5

長内

智

117

株式会社インソース

54

大澤

貴史

4

忍田

伸彦

44

インフラPPP研究会

19

大下

良仁

44

小田桐史治

93

太田

珠美

119

小田倉宏和

太田

智之

26

ウ

小田

8

大輔

112
41

植田

和男

30

太田

洋子

21

落合

俊彦

植田

和弘

48

大塚

明生

42

落合

英紀

92

上拂

大作

95,100

大塚

和成

14

小野

絵里

103

上松

誠知

18

大西

達也

118

植村

信保

43

大野

晃

73

宇崎

勝

86

大野

薫

29,36

宇佐美

豊

8,13,14,15,76,82

大野

早苗

25

宇治野壮歩

110

大野

静香

90,93,111

卯辰

昇

111

大野

忠士

118,123,125,130,131

内田

信也

17

大野

徹也

101

内田

芳樹

91

大野

博堂

10,43,47

加賀

隆一

20

内野

宗揮

93,96

大橋

さやか

44

角間

和男

19,22,28

内山

貴博

116

大橋

英敏

33

内山

朋規

19,22

大橋

弘

119

亮

74

小野兵太郎

29,45,67

小野寺
小野

傑

9,57,61

カ
カウファー，カトリン

71

加賀美有人

77

カデット，ジェフリー
筧

康生

61
92,93

宇野

輝

73

大場

昌晴

60

鹿児島銀行営業支援部

91

鵜木

優次

35

大濱

匠一

71

香西駿一郎

66

浦壁

厚郎

22,28,77

大林

重治

81

笠原

158

基和

8

著者名索引
梶谷

陽

110

神作

裕之

5,9,57,61

梶谷

美果

136

官澤

里美

87

神田

秀樹

3,8,21

神田

芳明

66
129

一般社団法人金融財政事情研

48

究会ファイナンシャル・プ

弁護士法人片岡総合法律事務
5

所
俊博

28

菅野真一郎

方波見

寧

55

菅野

片山

達

118

香月

裕爾

9,12,45,64,68,76

勝盛

政治

27

紀伊

信之

123

木内

道祥

94,97,99

片岡

桂畑

誠治

115

加藤

晃

20

加藤

出

加藤

正泰

80,83,97,99,102,109,118
一般社団法人金融財政事情研
137,138,

究会検定センター
139,140,141,142,143

ランニング技能士センター

キ

51,133
一般社団法人金融先物取引業
23

協会

危機管理研究会

14

金融実務研究会

52

117

菊池

浩也

95

金融税制研究会

131

啓

44

菊地

正俊

125

加藤新太郎

94,107

岸田

雅雄

5

32

金利デリバティブ研究会

ク

加藤

豪

10,12

木島

正明

41,42

加藤

寛史

89

北尾

吉孝

72

加藤

浩康

39,127

北川

展子

44,96,98

加藤

文人

100

木田翔一郎

30

楠美

将彦

20

加藤

康之

19

北白川

智

91

國吉

雅男

117

北詰健太郎

103

日下部真治
草薙

25
103

智和

金澤

秀樹

106

金丸

和弘

25

北野

淳史

11

熊谷

秀幸

87

可児

滋

27,48,62

北野

俊光

106

隈本

正寛

122

金木

伸行

117

北原

一功

32

久米

雅彦

119

金児

昭

35

北村

剛士

8

金子登志雄

103

久保田

91

清

株式会社グラックス・アンド

北

康利

121

金藤

力

58

鬼頭

哲也

57

倉吉

敬

金本

悠希

7,12

城戸

宏史

118

栗谷

修輔

47

金森

勇太

18

木下

信行

65,75,114

栗原

脩

12,105,109

金子

修

3

木村

賢治

20

栗原

克文

119

鹿子木亨紀

18,19,21

木村

真也

97

グローバル・コンプライアン

鎌田

敬介

45

木村

勇人

53

上島

正道

96

木村

雄治

17

上條佳生留

60

喜屋武

神谷

智

42

京野

河合

伸一

39

共有私道の保存・管理等に関

河江

健史

96

川勝

弘之

57

許

川上

洋

61

銀行経理問題研究会

川北

英隆

18,68,116,122,124

川田

悦男

16

川西

拓人

14,76

117

黒田

尚子

57

100

黒田

裕司

85

黒沼

悦郎

7

桑木小恵子

68

99

する事例研究会

102

明義

77
53,101

株式会社きんざい
株式会社きんざい教育研修事
業部

52

ンター

雄介

122,128

きんざい

河本

敏夫

129

神吉

康二

94

136,143

株式会社きんざい教育事業セ
136,137
ファイナンシャル

大祐

11,69

経済産業省

71

桑原

ケ
経済産業省商務流通保安グ
ループ商取引・消費経済
政策課

63,65,84,133,134,135,136
究会

63

月刊登記情報編集室
92,94,96,104

・プランナーズ・センター
一般社団法人金融財政事情研

32

一賢

103

125

政策研究所

13

ス研究会
黒田

力

川野眞一郎

認定NPO法人環境エネルギー

98

垂日

河村小百合
川村

18

・アソシエイツ

剣崎

優人

124

剱持

淳子

93

6,15,26,33,53,62,65,77,

159

著者名索引
コ

債権法研究会

102

島

友美

63

齋藤

哲哉

120

嶌峰

義清

123

美彦

126

清水

和夫

39

清水真一郎

50

小泉

保彦

69

斉藤

高

賢一

56

財務省財務総合政策研究所

一般社団法人後見の杜

105

幸先

103

坂井

92,103
17,20,116

裕明

神﨑満治郎
幸田

博人

ゴードン・ブラザーズ・ジャ

58,119

清水

建成

25

豊

109

清水

毅

112

榊原

可人

120

清水

将博

143

坂口

雄作

28

下田

顕寛

阪本

勁夫

113

シャン，ウェイジャン

4
114,115

30

坂本

忠弘

72,76

木暮

佳代

18

桜井

達也

61,98,102

小島

明子

114,117

櫻井

豊

28

シュ，ジャーイン

60

小島

修矢

61

笹川

豪介

55

シューメイカー，ディアーク

20

小島

新吾

22

佐々木敦也

27

シュローモーダ，ウィアラム

20

児島

幸良

96

佐々木一彰

86

シュワブ，チャールズ

小立

敬

5

佐々木清隆

5

佐々木城夛

パン

小寺

智之

131

小寺

弘泰

84

佐々木

仁

19,32

後藤

尊志

87

佐々木光信

五藤

靖人

78

笹山

幸嗣

佐藤

三郎

100

佐藤

司

50

弁護士法人琴平綜合法律事務
98,121

所

15

独立行政法人住宅金融支援機
構

調査部

君合律師事務所
証券経済学会

127

72
108
25

東海林

保

106

57

白井

真

10,12

40

白木信一郎

33

白根

央

新日本有限責任監査法人

小林

章子

7

佐藤

寿昭

9

新保

小林

明彦

29

佐藤

則夫

8

信用組合研究会

小林

昭彦

100,116

佐藤

弘康

110

慎

恵志

77
49,68
128
3

純敏

87

小林

孝明

50

佐藤

史子

32

小林

亨

41

佐藤

満

25

小林

信明

20

佐藤

亮

37

末松

義章

35,38

小林真知子

62

佐貫総一郎

74

末光

祐一

44

古笛

恵子

67

佐野

5

菅野

健一

44

呉

雅俊

91

サミッド，ギディオン

120

菅原

郁郎

33

小町谷育子

118

澤山

129

菅原

周一

18,34

小松

岳志

112

杉田

小松

真実

35

小宮

夏樹

25

小宮山秀史

98

小森

31

潮見

小谷野公認会計士事務所

64

小谷野幹雄

64

小山

晶

嘉昭

8

史明
弘

ス

浩治

22

スキナー，クリス

72

杉本

浩一

27

59

杉山

知

82

佳男

98,101

杉山

修司

6

品川

英基

93

杉山

仁

26

篠原

孝典

77

杉山

大幹

76

芝

章浩

4

菅野

泰夫

12,55

シ
株式会社シーエーシー金融ビ
ジネスユニット

近藤

利明

70

柴田

和敏

14

近藤

俊明

87

渋澤

健

18,71

近藤

英男

18

澁谷

亮

112

スコグランド，ジミー
鈴木あかね
鈴木

45
54

治

61,67

近藤

浩

111

澁谷

耕一

82,124,128,130

鈴木

学

88

今野

雅司

7,118

渋谷

武宏

10,12,14

鈴木

邦彦

66

澁谷

展由

44

鈴木

泰介

93

渋谷陽一郎

68

鈴木

利光

12

9,90

鈴木

富久

73,78

サ
才口

160

千晴

112

島田法律事務所

著者名索引
鈴木

仁史

7,9,65

鈴木

誠

25

鈴木

正人

67,101

鈴木

安夫

60

鈴木

龍介

44,93,94,103

スティグリッツ，ジョセフ・E
129
ステポネイティス，リリアン

71

第一東京弁護士会総合法律研

舘内比佐志

100

85,97

立花

宣男

立花

宏

15

田中

理

宏

32

田中

耕司

58

太子堂厚子

77

田中

隆之

125

究所倒産法研究部会
第一東京弁護士会民事介入暴
力対策委員会
大工舎
大門

110,111
103
115

100

田中

公義

43

127

田中

正明

10

21

田中

実

82

7,122,128

棚橋

元

25
95

匡

太陽ASGグループ

須藤

英章

112

住田

哲也

54

株式会社大和総研

炭本

典生

68

髙岡

信男

67

谷口

安史

角谷

大輔

40

髙木いづみ

9

谷崎

由美

76

53

田原

睦夫

104

スローター・アンド・メイ法
108

律事務所

セ

大和アセットマネジメント

高木

秀文

髙田

知己

122

玉村

勝彦

44

高田

創

51,72,125

樽川

流

9

高野

真

81
62

関口

彰正

55

髙橋

淳

関沢

正彦

10,30,52

高橋

克英

120

関田

健治

11

髙橋

泰史

97,101

関

述之

99

高橋

大祐

4

関原

秀行

55

高橋

俊樹

27,30,37,38,90

関

秀忠

4

高橋

智彦

68

129

髙橋

元

121

髙橋

昌裕

26,75,79

28

高橋

康文

4,130

106

高橋

良輔

4

セン，アマティア
株式会社全銀電子債権ネット
ワーク
全国競売評価ネットワーク
一般社団法人全国信用金庫協

3

会
一般社団法人全国地域生活
支援機構

90

真司

弁護士法人中央総合法律事務
117

所
趙

118

継佳

ツ

6

津田

慧

4

髙部眞規子

92,105

土田

篤

46

文集編集委員会

土屋

修

47

93

土屋

隆司

82

筒井

健夫

97

53,121

髙山

梢

96

髙山

清子

96

髙山

崇彦

101,107

108

高谷

裕介

94,103

デイヴィス，ポール

6

69

寶田

圭介

96

デイビス，ハワード

10

滝川

秀則

126

滝川

宜信

14

108,112,113
仙台弁護士会紛争解決支援セ
先端内部監査研究会

45

千葉

一恵

94,97,99,101,103,104,107,

ンター

88

機構
チェン，ウェイ

高山

全国倒産処理弁護士ネットワー
ク

株式会社地域経済活性化支援

高原洋太郎
髙部眞規子裁判官退官記念論
104

チ

ソ

テ
デイビス，ステファン

6

デービス・ポーク・アンド・
108

ウォードウェル

宗宮

英恵

44

瀧本

文浩

102

寺澤

正孝

52

袖山

則宏

40

田口

和幸

89

寺島

健

98

園尾

隆司

117

田口さつき

70

損害保険ジャパン

48

田口真一郎

93

清史

24,31,35,55,100

タ
第75回民事介入暴力対策広島
大会実行委員会

108

第79回民事介入暴力対策和歌
山大会実行委員会

10

ト

竹内

秀男

133

竹本

順司

86

ドイツ日本研究所

都井

田子

真也

95

東京海上日動火災保険株式会

多胡

秀人

85,91

田島

達也

115

田路

至弘

7

社

70
64

株式会社東京証券取引所IT開
発部

54

161

著者名索引
東京地裁会社更生実務研究会
88,89
113

東京地裁民事執行実務研究会

中島

淳一

8

株式会社ニッセイ基礎研究所

67

長嶋

隆

58

新田

85

中島悠来穂

11

日本興業銀行国際資金部

42
88

信行

東京弁護士会金融取引法部

84

中曽

宏

117

日本政策金融公庫総合研究所

東京リスクマネジャー懇談会

50

永田

明良

8

日本政策金融公庫中小企業事

110

中田

朋子

54,68

58

永田

光博

16

94

中務嗣治郎

3,39,101

倒産法改正研究会
一般社団法人投資信託協会
堂薗幹一郎
東出

36,37

泰雄

トゥルーバグループホールディ

孝子

54,64

都志子

124

長塚
中

30,40

長濵

裕士

91

中原

健夫

4,45

11,43,69

中原

利明

30,39

78

中平

徹

87

ングス
有限責任監査法人トーマツ

41,53

勝幸

25

中光

弘

117

貴仁

110

中村

勉

128

俊野

雅司

20

中村

尚介

22

日本商品先物取引協会

戸嶋

浩二

85

中村

英隆

81

日本人材機構

土手

敏行

92,107

中村

均

102

十時麻衣子

118

永谷

典雄

95,100

23,127

中山

孝雄

106

57

雙木

達也

87

冨田

雄介

55

行方

洋一

16,25

冨田

陽子

13

奈良

輝久

25

冨永

剛晴

8

冨永喜太郎

77

冨松

宏之

9

富安

弘毅

47

理人

62

二上季代司

70,74

西岡

秀三

48

西岡

祐介

94,103

友松

義信

11,19,23

西岡

慶記

100

戸谷

圭子

74,75

西川

吉典

87

豊田

美樹

58

錦野

裕宗

9,117

財団法人トラスト60

16

西口

健二

49,50

虎門中央法律事務所

97

西島

康隆

73

鳥飼

66

西中

宇紘

117

重和

西日本シティ銀行合併史編纂

ナ
内藤

81

委員会
滋

30

内藤三千郎

119

西濵

徹

西堀

武

115
91

茂

69

西村あさひ法律事務所

長尾慎太郎

21

西村

晃一

143

長岡

公益財団法人日本証券経済研
25,70,74

究所

58,63,64
85

日本生命保険生命保険研究会

64
120

株式会社日本総合研究所
株式会社日本総合研究所先端

55

技術ラボ

34

NPO法人日本動産鑑定
日本トラスティ・サービス信

23

日本バイアウト研究所

52,61,67

株式会社トムソンネット

103

日本司法書士会連合会

託銀行

ニ
新倉

82

日本公認不正検査士協会

德田

元

49

日本金融監査協会

徳島

和成

73

株式会社日本M＆Aセンター

直記

冨田

36

CSR部
日本ATM株式会社

富樫

砺波

22,85

業本部企業支援部
日本政策投資銀行環境・

17,31,103

中雄

大輔

9

西村

拓也

74

中神

康議

18

西村

哲雄

127

中崎

隆

4

西村

吉正

82

中澤

清一

115

西山

賢吾

115

24,31,36,52
日本弁護士連合会日弁連中小
93

企業法律支援センター
日本弁護士連合会倒産法制等
検討委員会

109,112

日本弁護士連合会民事介入暴
力対策委員会

117

一般社団法人日本ベンチャー
キャピタル協会

59

入道

正久

38

丹羽

孝一

77

額田雄一郎

110

ヌ
沼田

優子

56

康夫

24,41

ネ
根岸

ノ

長島・大野・常松法律事務所

95

西山

賢治

22

能城

弘昭

39

中島

48

西山

寛

14

野口

咲也

45

162

茂

著者名索引
野口

俊哉

52

彦坂

浩一

67

ブレイディ，ピーターJ.

野口

文雄

120

久田

祥史

47

税理士法人ブレインパートナー

野﨑

浩成

11,77

ピットワトソン，デイビッド

6

野尻

哲史

56

秀島

弘高

5

野村亜紀子

62

尾藤

剛

45,74,124

平田

厚

106

19,59

平田

重敏

38

72,88

平野

吉伸

26,46

平山

賢二

87

廣瀬

和貞

17

ペイジ，セバスチャン

廣渡

鉄

47

別所

野村アセットマネジメント株
式会社
野村資本市場研究所
野村資本市場研究所「ESG債
市場の持続的発展に関する研
59

究会」
野村資本市場研究所「経済活

126

制の整備」研究会
野村総合研究所リテールバン
キング研究チーム
野村

剛司

ファーカーソン，エドワード

13

ル・ジャパン
フロンティア・マネジメント

87

株式会社

ヘ
18
117

直哉

129

フィトゥシ，ジャンポール
深澤

諭史

66

53

深見

泰孝

70,74

22

ホ

19

82

ハ

60
プロモントリー・フィナンシャ

ペデルセン，ラッセ・ヘジェ

フ

性化と合同会社の法制・税

58

法政大学サステイナビリティ
32

研究所
弁護士法人ほくと総合法律事

福井

修

15

福沢

隆雄

30

星野

卓也

44,51
115

福島

清彦

124,129

星野

泰平

29

福嶋幸太郎

75

務所

灰谷

健司

65,68

芳賀

良

7

箱崎

博信

86

福島

正伸

114

箱田

晶子

22

福島

良治

27,31,54,62

橋爪麻紀子

117

福田

謙二

86

87

福谷

賢典

102

長谷川英男

22

福永

孝

108

細田

隆

13

長谷川紘之

10,12

福本

修也

100

細溝

清史

33,78

旗田

庸

30,88

藤池

智則

9

堀田

次郎

100

波多野恵亮

8

藤井

健司

46

堀内

秀晃

90

貞之

長谷川佐喜男

ボストン コンサルティング
グループ 金融グループ

73

ボストン コンサルティング
グループ 保険グループ
細田

76
63,64

恵子

服部

秀一

12

藤井

尚子

44

堀江

花岡

博

6

藤井

良広

19

堀総合法律事務所

羽渕

貴秀

7

藤田

和久

14

堀

天子

4

土生

哲也

106,127

藤田

勉

81,116

堀

弘

61

浜田

陽二

12,18,76,77

藤野

大輝

7

ホン，チャン

60

浜中秀一郎

115

藤林

宏

40

本田

伸孝

37

本間

晶

8

浜本

匠

97

藤本

和也

65

早川

将和

93

藤本

忠久

29

早坂

文高

16

藤原

敬三

86,89

林

正裕

25

藤原総一郎

原澤隆三郎

114

藤原

勉

伸彦

56

不動産特定共同事業法研究会

原

司

100

プラド，マルコス・ロペス・

原

誠

130,131

デ

27

古江

原田

ハル，ジョン

ヒ
株式会社ビービット
樋口

孝夫

85
127

マ
マーフィー，ジョン・Ｊ
前川

42

晃廣

118,126

前田

典子

78,82

政本

裕哉

67

19,21

増田

正二

81

晋也

70

増田

智彦

30

古川

純平

117

益田

安良

6

古川

綾一

76

増本

善丈

101

3

町田

哲也

114,125

72

松井

剛

17

60

古澤

知之

24,32

古瀬

誠

107

18
99,102,107
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著者名索引
三井住友銀行

29

三井住友銀行総務部法務室

96

明治安田生命保険相互会社営

松井

秀樹

112

松尾

順介

35

松尾

直彦

13,15,126,131

松尾

英樹

52

松尾

博憲

96,97,100

松川

正毅

100

松下

淳一

86

光定

松嶋

一重

89

三菱UFJ信託銀行

松嶋

英機

89

三菱UFJモルガン・スタンレー

松嶋

泰

39

松平

直之

43

松田

克信

62

ティング株式会社コーポレー

松田

恭子

57

トアドバイザリー部

松田

貴男

78

松田

亨

104

松波

卓也

96

松原

義明

122

松本

慶

111

松本

真

112

33

森本

紀行

76

松本

卓也

89

三森

仁

37

森本

祐司

43,47,48

松本

岳人

105,107

御友

重希

79

門口

正人

95

馬渕

治好

116,123

三村

聡

80

真宮角太郎

80

宮井

博

25

圓道

98

宮居

雅宣

57

八木

香

17

三宅

英貴

8,10

柳下

裕紀

18

宮坂

祐

123

矢島

剛

36,40

安留

義孝

58

128

安福

達也

89

矢田

悠

101

至剛

ミ

モ

21

事業
三井住友トラスト・資産のミ

56

ライ研究所
洋介

51

業教育部

三井住友信託銀行マーケット

望月

琢彦

52

本村

健

67,78,96,110

18,33,77

本柳

祐介

17

11

森岡

宏之

35

森川

勝彦

52

森

滋彦

43

森下

国彦

22

森島

義博

41

森杉

壽芳

48

27

証券市場商品本部
三菱UFJリサーチ＆コンサル

60,86

三菱総合研究所

72

森

三菱東京UFJ銀行

29

三菱東京UFJ銀行円貨資金証
49

券部
三菱東京UFJ銀行市場企画部
／金融市場部

毅

4

森田

隆大

50

森冨

義明

106

森永

聡

50

森信

茂樹

126,129,131

ヤ

三浦

大助

32

三上

徹

39

三國

仁司

57

宮﨑

敬

74

水川

聡

14

宮地

博子

58

弥永

真生

5

水口

剛

59

宮田

穣

4

柳田

幸三

94,103

深山

卓也

39

柳瀬

典由

25

三輪

壮一

54

矢野

学

40

山内

直樹

50

山内

基弘

46

山岡

浩巳

73,117

寛之

みずほインベスターズ証券引
69

受部
みずほ銀行
みずほ銀行国際戦略情報部

弁護士法人宮﨑綜合法律事務所

29

ム

122

みずほ銀行証券業務部

69

村内

佳子

38

みずほ銀行証券・信託業務部

69

村岡香奈子

40

山川

みずほ銀行年金営業部

66

村岡

佳紀

14

やまぎん情報開発研究所

村上

賢二

66

山口

省蔵

72

村木

良平

84,87

山口

毅

126

村瀬

貴子

93

山口

哲平

11

村中健一郎

41

山口

博

121

みずほコーポレート銀行証券
68

部
みずほ信託銀行

107

みずほ信託プロダクツ法務研
究会
みずほ総合研究所

84

村松

秀樹

92,97

山﨑

千春

9

80

村本

孜

79,91

山﨑

悠士

56

室

勝

53,59,62

山崎

良太

85

山下

知樹

104

山田

英二

10

山田

和利

63

みずほフィナンシャルグループ
26
美谷

拓也

道盛

大志郎

164

87
128

8
122

メ
明治安田生活福祉研究所

119,121

著者名索引
山田

静江

65

米澤

康博

25

山田

晴信

37

米山

徹幸

8,115

頼藤

太希

53,121

山田ビジネスコンサルティン
88

グ株式会社
山田

71

能伸

93,94,100

山野目章夫
山村

武彦

129,130,132

山本

和彦

96,104

ラ
NPO法人ら・し・さ

リ

山本

邦人

43

山本

啓太

4

所

山本

祥司

52

両部

山本

貴之

54

山本

俊之

4

山本

正行

68

山本

御稔

62

山本

零

25

家森

信善

77

りそな年金研究
51

美勝

52,61,101

ル
ルコムニク，ジョン

大輔

45
25

郵政改革研究会

129,130
19,57,61

智教

独立行政法人労働者健康安全
麻由

ロングブラックパートナーズ

53
30
89

ワ
ワイエムコンサルティング株
式会社

ヨ

6

ロ

六角

融資問題研究会
湯山

りそな銀行

機構賃金援護部審査課

ユ
結城

65

若林

86

公子

24,27
97

横瀬

大輝

45

脇村

真治

横田

卓也

56

渡邊

雅史

24

横山兼太郎

89

渡邉

雅之

109

和田

洋一

8

横山

亘

102

吉井

一洋

7,12
96

吉賀

朝哉

吉川

純

7

吉澤

一子

11

吉田

悦章

28

吉田

和央

10

吉田

幸一

133

吉田

重雄

29,34,37,38,40,79

吉田

修平

吉田修平法律事務所

61
109,111

吉田

孝司

76

吉田

靖

133

吉田

桂公

14

吉原

清嗣

71

吉原

省三

13

吉藤

茂

6

吉元

利行

94,143

一般社団法人与信管理協会
米澤

潤一

44
127
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常備書店
●北海道
札

柏

幌

千

市

中 央 区
		

中 央 区

三省堂書店

三省堂書店

習志野市

くまざわ書店

札幌店

011-209-5600

コーチャンフォー

美しが丘店

011-889-2000

旭

コーチャンフォー

旭川店

0166-76-4002

川

市

帯

広

市

喜久屋書店

帯広店

0155-66-7799

小

樽

市

喜久屋書店

小樽店

0134-31-7077

ジュンク堂書店

旭川店

青

森

市

ブックスモア

弘

前

市

ジュンク堂書店

青森中央店
弘前中三店

		
船

017-718-7839
0172-34-3131

市

ジュンク堂書店

盛岡店

019-601-6161

●宮城県
仙

台

		

丸善
橋

市

そごう千葉店

043-245-8331

津田沼店

047-475-8311

津田沼店

047-470-8311
南船橋店

ジュンク堂書店

047-401-0330

江

東

区

丸善

品

川

区

ブックファースト 五反田店

渋

谷

区

MARUZEN＆ジュンク堂書店 渋谷店 03-5456-2111

新

宿

区

ブックファースト

		
田

区

03-5962-4180

有明ガーデン店

紀伊國屋書店
くまざわ書店

03-6408-1811

新宿店

03-5339-7611

新宿本店

03-3354-0131

錦糸町店

03-5610-3034

世田谷区

桜門書房（日本大学商学部購買部） 03-3417-2278

中

タロー書房

03-3241-2701

		

央

区

丸善

03-6214-2001

		

八重洲ブックセンター

千代田区

市

青 葉 区

04-7168-0215

●東京都

墨
●岩手県
岡

柏モディ店

0166-26-1120

●青森県

盛

ジュンク堂書店

市

MARUZEN＆ジュンク堂書店 札幌店 011-223-1911

清 田 区
		

市
葉

日本橋店
本店

至誠堂書店

03-3281-8202
03-3581-2604

022-264-0151

		

三省堂書店

神保町本店

03-3233-3312

TSUTAYA ヤマト屋書店 仙台八幡店 022-217-9662

		

三省堂書店

有楽町店

03-5222-1200

		

文教堂

		

丸善

仙台アエル店

●秋田県

市ヶ谷店

03-3556-0632

丸善

お茶の水店

03-3295-5581

丸の内本店

03-5288-8881

秋

田

市

ジュンク堂書店

018-884-1370

		

丸善

大

曲

市

ブックスモア

大曲店

0187-66-0787

		

紀伊國屋書店

由利本荘市

ブックスモア

本荘店

0184-28-1177

		

ジュンク堂書店 プレスセンター店 03-3502-2600

大

ブックスモア

大館店

018-644-4577

館

市

秋田店

豊

島

区

		
●山形県
山

中

形

市

こまつ書店

寿町本店

023-641-0641

野

港

郡

山

稲
市

ジュンク堂書店

郡山店

024-927-0440

●茨城県

池袋本店

区

ブックファースト

中野店

区

くまざわ書店

市

ACADEMIA

イーアスつくば店 029-868-7407

品川店
本店

虎ノ門書房
城

042-350-2800

立

オリオン書房

川

市

多

ノルテ店

ジュンク堂書店
摩

市

丸善

東茨城郡

宮脇書店

水戸南店

029-219-0065

武蔵野市

ジュンク堂書店

水

川又書店

エクセル店

029-231-1073

042-522-1231

立川髙島屋店 042-512-9910

多摩センター店

くまざわ書店

市

03-3319-5161
03-3472-0481

くまざわ書店 武蔵小金井北口店 042-385-2351

八王子市

戸

03-3986-0311
03-5956-6111

03-3502-3461
若葉台店

コーチャンフォー

TSUTAYA LALAガーデンつくば店 029-861-1811

		

03-3201-5084

小金井市
		

つくば市

池袋店

ジュンク堂書店

		
●福島県

旭屋書店

大手町ビル店

八王子店
吉祥寺店

042-355-3220
0426-25-1201
0422-28-5333

●神奈川県
●群馬県

川

崎

市

太

田

市

ブックマンズアカデミー 太田店 0276-40-1900

幸

高

崎

市

戸田書店

高崎店

027-363-5110

高 津 区

藤

岡

市

戸田書店

藤岡店

0274-22-2469

相模原市

前

橋

市

戸田書店

前橋本店

027-223-9011

緑

ブックマンズアカデミー 前橋店 027-280-3322

藤

		

区

丸善

市

横須賀市
●埼玉県
越

谷

横
市

未来屋書店

レイクタウン店

048-988-7742

さいたま市
大 宮 区

ジュンク堂書店

南

須原屋

区

166

市

ジュンク堂書店
文教堂

藤沢店

MORE’S店

0466-52-1211
046-822-2655

市

青 葉 区

ブックファースト

都 筑 区

ACADEMIA

048-872-0550

青葉台店

港北店

045-989-1781
045-914-3320

●新潟県
新

西

044-520-1869
044-812-0063

大宮高島屋店 048-640-3111

武蔵浦和店

●千葉県
印

浜

溝ノ口本店

ACADEMIAくまざわ書店 橋本店 042-700-7020

区
沢

ラゾーナ川崎店

文教堂

喜久屋書店 千葉ニュータウン店 0476-40-7732

潟

市

中 央 区

ジュンク堂書店

長

戸田書店

岡

市

新潟店

長岡店

025-374-4411
0258-22-5911

常備書店
●滋賀県

●富山県
高

岡

市

文苑堂書店

富

山

市

BOOKSなかだ

福田本店

		

紀伊國屋書店

		

文苑堂書店

掛尾本店

0766-27-7800

富山店

076-491-7031

富山豊田店

076-433-8150

●石川県
金

沢

市

明文堂 金沢ビーンズ／金沢県庁前本店 076-239-4400

小

松

市

KaBoS

		
●福井県
福

井

市

坂

市

府

市

		

京

都

市

中 京 区

丸善

南

大垣書店 イオンモールKYOTO店 075-692-3331

区

		

KaBoS

大垣書店 イオンモール京都桂川店 075-925-1717

●大阪府
和

泉

市

大

阪

市

垣

市

阜

市

		
岐

0776-82-3377

岡島甲府店

本店

055-231-0606
055-228-7356

松本店

0263-31-8171

大垣店

区

		

ジュンク堂書店

		

紀伊國屋書店

大垣店

0584-77-1717
058-297-7008

岐阜店

静

岡

市

葵
浜

区
松

谷島屋

ららぽーと磐田店

0538-59-0358

MARUZEN＆ジュンク堂書店 新静岡店 054-275-2777

市

中

区

谷島屋

浜松本店

053-457-4165

尾西店

0586-47-7111

●愛知県
一

宮

大阪高裁内ブックセンター

		

MARUZEN＆ジュンク堂書店 梅田店 06-6292-7383

中 央 区

ジュンク堂書店
ヒバリヤ書店

高

槻

市

ジュンク堂書店

豊

中

市

田村書店

ジュンク堂書店

本町店

06-6315-5511
06-4705-4556

天満橋店

06-6920-3730

難波店

06-4396-4771

本店

06-6722-1121

松坂屋高槻店 072-686-5300

中央千里店

06-6831-5657

●兵庫県
明

石

市

神

戸

市

明石店

078-918-6670

区

喜久屋書店

北神戸店

078-983-3755

兵 庫 区

喜久屋書店

神戸南店

078-599-7345

中 央 区

ジュンク堂書店

三宮店

ジュンク堂書店 三宮駅前店

		

078-392-1001
078-252-0777

西

宮

市

ジュンク堂書店

西宮店

0798-68-6300

姫

路

市

ジュンク堂書店

姫路店

079-221-8280

ロイネット和歌山店

073-402-1472

●和歌山県
市

宮脇書店

和歌山市

春日井店

0568-35-5900

瀬

戸

市

TSUTAYA

瀬戸店

0561-97-3655

豊

橋

市

精文館

0532-54-2345

岡

愛

知

郡

TSUTAYA BOOKSTORE（精文館書店）ららぽーと愛知東郷店 0561-65-3280

北

本店

名古屋市
区

		
中 村 区
		

ジュンク堂書店 名古屋栄店

052-212-5360

丸善

052-238-0320

名古屋本店

三省堂書店

名古屋本店
名古屋店 

山

●三重県

四日市市

啓文社
丸善

		
倉

岡山本店

シンフォニービル店

紀伊国屋書店
敷

クレド岡山店

085-805-1123
086-233-4640
086-212-2551

市

喜久屋書店

倉敷店

086-430-5450

フタバ図書

TERA広島府中店 082-561-0771

●広島県
安

芸

郡

広

島

市

中

		

市
区

052-566-8877
052-589-6321

TSUTAYA バロー戸田店（いまじん戸田店） 052-439-2360

市

宮脇書店

●岡山県

		

ジュンク堂書店

中 川 区

		

ジュンク堂書店

東大阪市

TSUTAYA

津

紀伊國屋書店

浪 速 区

春日井市

中

06-4799-1090
06-6372-5821

		

北
市

大阪本店
梅田本店

0584-77-6450

●静岡県
田

072-590-4050

プラスGEO三国店

喜久屋書店

磐

ららぽーと和泉店

ジュンク堂書店 あべのハルカス店 06-6626-2151

ACADEMIA
丸善

田村書店

紀伊國屋書店 グランフロント大阪店 06-7730-8451

●岐阜県
大

075-253-1599

阿倍野区

ジュンク堂書店

丸善

京都本店

北

●長野県
市

077-516-1118

0776-27-4678

朗月堂書店

本

草津店

●京都府

		
松

喜久屋書店

0776-28-9851

新二の宮店

●山梨県
甲

市

福井店

勝木書店

紀伊國屋書店
井

津

イオンモール新小松店 0761-23-2812

明文堂 TSUTAYA KOMATSU 0761-23-4280

		

草

076-492-1192

区

紀伊國屋書店

広島店

082-225-3232

別所書店

修成店

059-246-8822

別所書店

津駅店

059-226-0200

西

区

フタバ図書 アルティアルパーク北棟店 082-270-5730

059-359-2340

南

区

ジュンク堂書店

059-359-5910

安佐南区

フタバ図書

福

啓文社

コア神辺店

084-962-3939

啓文社

ポートプラザ店

084-971-1211

丸善

四日市店

宮脇書店

四日市本店

		

		

丸善

山

市

広島店

082-504-6210
広島駅前店

082-568-3000

MEGA祇園中筋店 082-830-0601

167

常備書店
		

フタバ図書

アルティ福山本店 084-973-8780

●山口県
下

関

市

くまざわ書店

市

下関店

083-228-0401

●香川県
宮脇書店

総本店

		

宮脇書店

本店

087-851-3733

		

宮脇書店

南本店

087-869-9361

		

ジュンク堂書店

高

松

高松店

087-823-3152

087-832-0170

●愛媛県
新居浜市

明屋書店

松

市

ジュンク堂書店

郡

フタバ図書

山

MEGA西の土居店

0897-36-4455

松山店

089-915-0075

TERA福岡東店

092-939-7200

●福岡県
糟

屋

北九州市
小倉北区
		
福

岡

ブックセンタークエスト 小倉本店 093-522-3912
喜久屋書店

小倉店

金修堂書店

本店

093-514-1400

市

中 央 区
		

ジュンク堂書店

博 多 区

丸善

西

九大生協

区

福岡店

博多店

092-731-2612
092-738-3322
092-413-5401

中央図書館店

092-834-2082

●長崎県
長

崎

市

紀伊國屋書店

市

明林堂書店

長崎店

095-811-4919

●大分県
大

分

大分本店

097-573-3400

大分店

097-536-8181

大分明野店

097-552-7511

		

ジュンク堂書店

		

くまざわ書店

●宮崎県
宮

崎

市

未来屋書店

宮崎店

0985-77-7507

●鹿児島県
鹿児島市

ジュンク堂書店

鹿児島店

099-216-8838

ジュンク堂書店

那覇店

098-860-7175

●沖縄県
那

168

覇

市

