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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（148〜151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。

弊社書籍販売サイトのURL　http://store.kinzai.jp/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AM9：30〜PM5：30
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AM9：30〜PM5：30

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 教育事業センター　G 消費者信用編集部　H 人事問題研究会　I その他

この図書目録には、原則として平成28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

保険業務のコンプライアンス
〈第3版〉

金融業務能力検定「コンプライアンス・

オフィサー《生命保険コース》」に対応。

保険業法改正に全面対応し、関連する監

督指針・検査マニュアルもふまえ、保険

分野の法令等遵守態勢を詳述！銀行窓販

担当者必携の書。

中原健夫・山本啓太・関　秀忠・岡本大毅著
2016.４刊　Ａ５判・400ページ　本体3,400円＋税

ISBN978-4-322-12875-8　C2032　　A

信用金庫便覧 2015 信用金庫関係法令、金融商品取引法関係

法令、保険業法関係法令、監督指針、金

融検査マニュアル等の改正に対応。金融

行政方針、監督指針、法令改正等に対応

した規定類の参考例や申し合わせの改定

など、最新情報が満載。

一般社団法人全国信用金庫協会編
2016.３刊　Ａ５判・上製・1,892ページ　本体4,600円＋税

ISBN978-4-322-12690-7　C2033　　A

信用組合便覧 2015 中企法・協金法は４段表で掲載したほ

か、関係法令、監督指針、検査マニュア

ルなど、日常業務に不可欠な法令・規則

を網羅。注目される「金融行政方針」

「金融分野におけるサイバーセキュリ

ティ強化に向けた取組方針」も収録。

信用組合研究会編
2016.３刊　Ａ５判・上製・2,648ページ　本体5,000円＋税

ISBN978-4-322-12691-4　C2033　　A

金融機関の信用リスク・資産
査定管理態勢〈平成27年度版〉

「平成27事務年度　金融行政方針」を反

映した最新版。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165の Q&A でわかりやすく解説。金

融機関の融資担当者、資産査定担当、必

携のハンドブック。

検査マニュアル研究会編
2015.11刊　Ａ５判・536ページ　本体3,000円＋税

ISBN978-4-322-12807-9　C2033　　A

〈金融機関 個人情報保護法〉
その行為は
法令等遵守違反です〈第二版〉

金融機関の窓口業務・営業業務・貸付業

務における個人情報保護法に関する問題

を、ケーススタディ形式で解説。業務の

どのような場面で、具体的にどのような

問題が発生するのか明快にわかる。マイ

ナンバー制度にも対応した最新版。

井川正行著
2015.９刊　Ｂ６判変形・180ページ　本体1,200円＋税

ISBN978-4-322-12808-6　C2033　　B

金融規制・行政
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Q&Aよくわかる
証券検査・課徴金調査の実務

全50のQ&A形式で、証券検査、不公正

取引調査、開示検査の手続を平易に解

説。日本証券業協会の監査についても実

施方法と重点事項を解説。証券会社、金

融機関、上場企業関係者、一般投資家、

必携の一冊。

大久保暁彦･加藤豪･渋谷武宏･白井真･
長谷川紘之･三宅英貴著

2015.６刊　Ａ５判・148ページ　本体1,800円＋税
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〉

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

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。

関沢正彦監修
2015.５刊　Ａ５判・456ページ　本体3,800円＋税

ISBN978-4-322-12665-5　C2032　　A

続 Q&Aそこが知りたい
これからの金融モニタリング

金融庁による新しい検査・監督の枠組み

＝金融モニタリングの初年度の運営状況

と、2014年度基本方針の分析に、各金

融機関の業態別着眼点を交えて「導入」

から「定着」段階に入った新しい金融行

政スタンスを解説する。

江平　享編著／石川貴教・池田和世・足立　格著
2015.４刊　Ａ５判・352ページ　本体3,000円+税

ISBN978-4-322-12682-2　C2033　　A

金融取引からの
反社会的勢力排除

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。

第79回民事介入暴力対策和歌山大会実行委員会
2015.４刊　Ａ５判・284ページ　本体3,300円+税

ISBN978-4-322-12661-7　C2032　　C

信託の法務と実務
〈６訂版〉

信託業務のすべてを網羅した実務家によ

る信託の教科書。JDR（日本型預託証

券）、ESOP信託・BIP信託などの新た

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。

三菱UFJ信託銀行編著
2015.４刊　Ａ５判・上製・888ページ　本体8,000円+税

ISBN978-4-322-12630-3　C2032　　A

バーゼルⅢ　自己資本比率規制
計算とリスク捕捉実務の完全解説

『バーゼルⅢ自己資本比率規制　国際統

一／国内基準告示の完全解説』と対をな

し、自己資本比率の計算プロセスと、会

計処理を丁寧に解説。計算用Excelシー

トをダウンロード・利用できる特典付。

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

2015.４刊　Ａ５判・320ページ　本体3,400円+税
ISBN978-4-322-12631-0　C2033　　A
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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―

前著から７年。大森節が再び炸裂！　金

融庁証券取引等監視委員会の行政官が、

証券市場の様々な論点、金融や経済のメ

カニズムを歯に衣着せずに語る。東日本

大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。

大森泰人著
2015.３刊　Ａ５判・576ページ　本体3,500円+税

ISBN978-4-322-12669-3　C2033　　C

もしも、そのお客様が
反社会的勢力だったら？

お客様が反社会的勢力かどうかを判別す

る方法から、各種金融取引の謝絶方法、

部下へのサポートなど、支店長・役席者

に求められる知識を網羅。知らないと重

大な問題に発展してしまうおそれがある

事項について、対抗策をケース別に解説。

関　聖・石塚智教著
2014.12刊　四六判・208ページ　本体1,980円+税

ISBN978-4-322-12600-6　C2032　　B

〈KINZAIバリュー叢書〉
信託入門

信託を知れば知るほど、世界が広がる！

現役のトラストバンカーが、投資信託、

教育資金贈与信託、遺言信託、まちづく

り信託などの仕組みと実務をわかりやす

く解説。信託の入門書として最適の１冊。友松義信著
2014.12刊　四六判・272ページ　本体1,800円+税

ISBN978-4-322-12614-3　C2033　　A

Q&A
債権法改正かわる金融取引

120年ぶりの民法改正に向けて、2014年

９月に「要綱仮案」が公表。金融取引に

関連する項目について、イラストや図を

交えてわかりやすく解説。中間試案を解

説した既刊『民法改正でかわる金融取

引』に続く第２弾。

一般社団法人金融財政事情研究会編
2014.11刊　Ｂ５判・64ページ　本体1,000円+税

ISBN978-4-322-12626-6　C2032　　A

グローバル金融システムの
苦悩と挑戦
―新規制は危機を抑止できるか―

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。

石山嘉英、野㟢浩成著
2014.10刊　Ａ５判・上製・292ページ　本体3,200円+税

ISBN978-4-322-12595-5　C2033　　A

金融商品取引法等の一部を改正す
る法律（平成25年法律第45号）の概要

2013年６月に可決成立・公布された「金

融商品取引法等の一部を改正する法律

（平成25年法律第45号）」につき、「金融

法務事情」で掲載した各改正分野におけ

る計６本の金融庁の担当者解説論考を１

冊に収録。

一般社団法人金融財政事情研究会編
2014.５刊　Ａ５判・176ページ　本体2,500円+税

ISBN978-4-322-12558-0　C2032　　C
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バーゼルⅢ
流動性規制が変えるリスク管理

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

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。

浜田陽二著
2014.３刊　Ａ５判・324ページ　本体3,000円+税

ISBN978-4-322-12429-3　C2033　　A

印鑑の基礎知識
―知らないではすまされない―

日常生活やビジネスの現場、特に金融取

引や不動産等の資産取得・譲渡に欠かす

ことのできない印鑑・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。すべての社会

人必読の実務書。

寺澤正孝監修／金融実務研究会著
2014.４刊　Ａ５判・144ページ　本体1,400円+税

ISBN978-4-322-12410-1　C2032　　B

金融機関役席者のための
高齢者応対
相続・事務手続の基本

高齢者、特に認知症および認知症予備軍

に対する法律としての後見人制度を理解

し、相続をはじめ事務手続の基本をわか

りやすく解説。理解度を高めるために事

例や公的証明書・届出書を多数収録し現

場のトラブル防止に役に立つ内容。

栗嶋昭好著
2014.４刊　Ａ５判・232ページ　本体1,900円+税

ISBN978-4-322-12366-1　C2032　　B

情報セキュリティ管理の
法務と実務

情報セキュリティ管理のすべてをカ

バー。情報セキュリティに関する法規制

を整理し、規程・実施要領の作成、ガイ

ドラインの整備をはじめ組織・人・技

術・物理的な対策推進事案を具体的にか

つ体系的に詳解した待望の実務書。

野村総合研究所・浅井国際法律事務所著
2014.５刊　Ａ５判・上製・460ページ　本体4,500円+税

ISBN978-4-322-12405-7　C2032　　B

バーゼルⅢ自己資本比率規制
国際統一／国内基準告示の完全解説

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。

北野淳史・緒方俊亮・浅井太郎著
2014.５刊　Ａ５判・452ページ　本体4,500円+税

ISBN978-4-322-12448-4　C2033　　A

バーゼル規制とその実務 2007年に刊行した『よくわかる新 BIS

規制―バーゼルⅡの理念とその実務』を

改題・改訂。バーゼル規制全体の複雑な

内容を117項目で解説。監督指針などに

ついては2013年11月末までに公表され

ものを可能な限り収録。

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　本体7,500円＋税

ISBN978-4-322-12329-6　C2033　　A
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事例詳解
インサイダー取引規制

証券検査、不公正取引審査、課徴金調査

に関する豊富な実務経験を有する気鋭の

弁護士が総力を結集した待望の事例解説

集。全181の事例を Q&A 形式で詳説。

改正金融商品取引法にも対応。

白井　真・大久保暁彦・渋谷武宏・加藤　豪・
長谷川紘之著
2014.２刊　Ａ５判・上製・508ページ　本体5,200円＋税

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

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

て、全40項目のQ&Aで平易に解説。日

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。

香月裕爾著
2014.１刊　Ａ５判・256ページ　本体1,800円＋税

ISBN978-4-322-12430-9　C2032　　A

図説　金融機関職員が知っておきたい
外為法の常識

第１部（総論編）では、外為法の沿革や

概要について、また第２部（各論編）で

は、金融機関が遵守すべき外為法令等の

規定を詳説。第３部（実務編）では、外

国為替管理マニュアルのチェックリスト

項目に従い、注意点を実務面から整理。

三井住友銀行総務部金融犯罪対応室編著
2014.１刊　Ａ４判・312ページ　本体2,800円＋税

ISBN978-4-322-12426-2　C2032　　C

［新版］
インサイダー取引規制のすべて
―平成元年〜25年規制の実務手引き―

規制の解釈・運用をわかりやすく整理し

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。

服部秀一著
2014.１刊　Ａ５判・452ページ　本体4,400円＋税

ISBN978-4-322-12379-1　C2033　　A

グローバル金融規制の潮流
―ポスト金融危機の羅針盤―

バーゼルⅢに代表される国際金融の合

意・規制の変遷から、ボルカー・ルール

（米）、リングフェンス（英）、ベイル・

イン（EU ）、プログレッシブ・コン

ポーネント（スイス）、その他地域等の

規制内容を詳解。

中空麻奈・川崎聖敬著
2013.12刊　Ａ５判・上製・276ページ　本体2,800円＋税

ISBN978-4-322-12387-6　C2033　　B

〈KINZAIバリュー叢書〉
金融商品取引法入門

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

やすく解説。栗原　脩著
2013.12刊　四六判・340ページ　本体2,000円＋税

ISBN978-4-322-12377-7　C2033　　A
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〈金融機関 窓口コンプライアンス〉
その窓口業務は
法令等遵守違反です〈第二版〉

営業店の窓口で頻発するコンプライアン

ス違反の事例を40本ピックアップ。マン

ガとストーリーで、そのシーンを細かに

再現し、どこが違反なのか、なぜ違反な

のか、どうすればいいのかをコンパクト

に解説している。

小澤一滋著
2013.12刊　Ｂ６判変形・180ページ　本体1,200円＋税

ISBN978-4-322-12422-4　C2033　　B

体系 グローバル・コンプライ
アンス・リスクの現状

マネロン・違法資金送金・テロ・反社・

安全保障・独禁法・贈収賄等、世界的レ

ベルでその厳格な対応が求められている

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。

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　本体4,600円＋税

ISBN978-4-322-12373-9　C2032　　B

◇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る大幅改訂。

◇実務で起こりうるあらゆる問題点を網羅。「設問」「解答」「解説」の形式でわかりやすく構成。

◇4500講では、金融ADR対応、FATCA対応、犯罪収益移転防止法、電子記録債権法、金融円滑化法失

効後の実務対応、コンサル機能強化等の新法制・新ルール・最新実務に対応。本人確認ルール、利用

者保護、反社政府指針、コンプライアンス項目を充実。証券化、シンジケートローン、ABL、事業再

生関連項目等、激変の実務動向をフォロー。

◇発刊後半世紀を超える実績。金融機関職員から絶大な信頼を獲得。

◇金融機関の営業店実務に明確な指針を示す、全行職員必携のロングセラー・バイブル。

書籍Ⅰ巻　ISBN978-4-322-12171-1　C2032
書籍Ⅱ巻　ISBN978-4-322-12172-8　C2032
書籍Ⅲ巻　ISBN978-4-322-12173-5　C2032

書籍Ⅳ巻　ISBN978-4-322-12174-2　C2032
書籍Ⅴ巻　ISBN978-4-322-12175-9　C2032
CD-ROM版　ISBN978-4-322-12340-1　C2832　　A

金融法務のすべてを網羅した実務の定本銀行窓口の法務対策4500講
Ⅰ　コンプライアンス・取引の相手方・預金・金融商品編	 Ⅳ　担保編
Ⅱ　為替・手形小切手・電子記録債権・付随業務・周辺業務編	 Ⅴ　回収・担保権の実行・事業再生編
Ⅲ　貸出・管理・保証編
畑中龍太郎・中務嗣治郎・神田秀樹・深山卓也監修
書籍版〈全５巻〉　2013.８刊　各巻Ａ５判・上製　各巻本体8,000円＋税
　　　　　　　　　全５巻セット本体40,000円＋税
CD-ROM版　　　　　　　　本体40,000円＋税
※CD-ROM版の動作環境等、詳細はホームページ（http://www.kinzai.or.jp/）をご覧ください。

判例から学ぶ
金融商品販売と訴訟リスク対策

金商法施行後の新しい裁判例を中心に

「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

ん金融庁の監督指針や自主規制、金融

ADR制度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。

冨田陽子著
2013.８刊　Ａ５判・上製・252ページ　本体2,286円＋税

ISBN978-4-322-12309-8　C2032　　B
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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―

改正金商法に新しく導入された「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像

をコンパクトに解説。情報管理態勢の一

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。

松尾直彦著
2013.８刊　四六判・152ページ　本体1,200円＋税

ISBN978-4-322-12374-6　C2033　　A

経営者のための
実践的コンプライアンス

中小企業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。細田　隆著
2013.７刊　Ａ５判・上製・176ページ　本体1,600円＋税

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

「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。

宇佐美　豊著
2013.６刊　四六判・148ページ　本体1,200円＋税

ISBN978-4-322-12182-7　C2032　　A

〈金融検査マニュアルハンドブックシリーズ〉
金融機関の法令等遵守態勢

〈平成25年度版〉

金融検査マニュアル・監督指針に基づき、

金融機関が遵守すべきルールを網羅。金融

円滑法後の対応や改正犯罪収益移転防止

法等を追加。具体的取引事例に基づき何が

法令違反となるかをわかりやすく解説す

るなど営業店管理者必携のハンドブック。

金融機関コンプライアンス研究会編
2013.６刊　Ａ５判・488ページ　本体2,600円＋税

ISBN978-4-322-12336-4　C2032　　A

わかりやすい銀行業務
〈全訂5版〉

預金、為替、貸付の基本業務から投信・

保険などの新種業務まで、銀行が現在取

り扱っている業務をくまなく網羅し、コ

ンパクトに解説。円滑化対応、事業再

生、犯罪収益移転防止法等を加えて最新

の内容に改訂。

加藤浩康著
2013.５刊　Ａ５判・340ページ　本体2,800円＋税

ISBN978-4-322-12313-5　C2033　　A

取引の相手方と金融実務
〈改訂版〉

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。

吉原省三監修
2013.５刊　Ａ５判・上製・476ページ　本体5,000円＋税

ISBN978-4-322-12135-3　C2033　　A
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〈KINZAIバリュー叢書〉
金融機関のガバナンス

ベアリングズ破綻、サブプライム・ロー

ン問題、「ロンドンの鯨」事件、金融検

査事例集等を題材にガバナンスを考察。

不祥事件、ガバナンスの失敗にどのよう

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。

天谷知子著
2013.５刊　四六判・192ページ　本体1,600円＋税

ISBN978-4-322-12310-1　C2033　　A

実戦！ 社会vs暴力団
―暴対法20年の軌跡―

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。

危機管理研究会編著
2013.３刊　Ａ５判・736ページ　本体5,000円＋税

ISBN978-4-322-12185-8　C2032　　C

金融機関のための
マネー・ローンダリング対策Q&A

〈改訂版〉

金融機関の各種業務に即して実務上問題

となる具体的なケース・スタディを Q&A

形式で解説。2016年 6 月に改正犯収法

（2016年10月施行）をふまえた［第 3 版］

を刊行予定。廣渡　鉄著
2013.３刊　Ａ５判・280ページ　本体2,400円＋税

ISBN978-4-322-12195-7　C2033　　A

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―

「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。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　本体3,400円＋税

ISBN978-4-322-11961-9　C2033　　A

改正犯収法と
金融犯罪対策

2013年４月施行の改正犯収法のポイン

トを網羅！　マネロン、テロ資金対策、

反社会的勢力対応、振り込め詐欺、脱税

など金融犯罪対策を包括。経営陣とコン

プライアンス部門、事務統括部門が金融

犯罪対策を共感するために最適な書！

山㟢千春・鈴木仁史編著
2013.１刊　Ａ５判・548ページ　本体5,000円＋税

ISBN978-4-322-12190-2　C2032　　A

反社会的勢力排除の
法務と実務

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。

弁護士法人宮㟢綜合法律事務所編著
2012.12刊　Ａ５判・上製・736ページ　本体5,000円＋税

ISBN978-4-322-12163-6　C2032　　B
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実務必携
金融検査事例集の解説

内部管理体制をさらに強化促進するため

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。宇佐美　豊・川西拓人・吉田桂公著
2012.11刊　Ａ５判・240ページ　本体2,400円＋税

ISBN978-4-322-12144-5　C2033　　A

詳解
銀行法〈全訂版〉

銀行をはじめ預金取扱金融機関はいうま

でもなく、証券、保険、流通、一般企

業、法曹界等の関係者に広く読まれるこ

とを企図して作成された注目の書！　我

が国の複雑な金融法の全体像が一読して

見通せる本邦唯一の書。

小山嘉昭著
2012.10刊　Ａ５判・上製・616ページ　本体5,600円＋税

ISBN978-4-322-12160-5　C2032　　A

〈金融機関　融資コンプライアンス〉
その融資は
法令等遵守違反です〈第二版〉

本書は、融資・渉外の実務で発生するお

それのある違法ケースを厳選し、平易に

解説した他に類を見ない実務書。第二版

は、「第三者の個人連帯保証」「暴力団排

除条項」「中小企業円滑化法」等の記述が

加わり、さらに担当者必携の書となった。

畠　武彦著
2012.８刊　Ｂ６判変形・192ページ　本体1,200円＋税

ISBN978-4-322-12129-2　C2033　　B

金融機能と金融規制
―プルーデンシャル規制の誕生と変化―

金融規制の全体像について、「金融規制

の目的と必要性」、「金融規制の基本構

造」、「金融の変化と金融規制」の３本の

柱でわかりやすく解説。70年代の金融

自由化以降、構築されてきた伝統的な金

融規制の基本構造についても解説。

天谷知子著
2012.６刊　Ａ５判・上製・224ページ　本体2,400円＋税

ISBN978-4-322-12114-8　C2033　　A

金融機関役席者のための
業務別不祥事未然防止対策

不祥事を未然に阻止するためには役席者

の部下に対する目配りが重要。本書は金

融機関業務の渉外、融資、預金、出納、

為替、事務等でのチェックすべき事項を

役席者の視点で解説。役席者のための

80の心構えチェックポイント収録。

栗嶋昭好著
2012.５刊　Ａ５判・216ページ　本体1,600円＋税

ISBN978-4-322-11979-4　C2032　　B

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〉

好評『企業コンプライアンス態勢のすべ

て　内部統制対応版』の全面改訂版。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。

大塚和成編著／滝川宜信・藤田和久・水川　聡著
2012.５刊　Ａ５判・496ページ　本体3,200円＋税

ISBN978-4-322-11985-5　C2033　　A
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金融ADR便利帖
―申立てから解決までの正しい利用法がわかる―

「お客さまから金融ADRの申立てがあっ

た」「裁判をせずにトラブルを解決した

い」。こんなときに役立つ実務対応のポ

イントを、金融ADR制度発足当時、金

融庁監督局に勤務し、制度の立案・運用

に携わった著者がわかりやすく解説。

石塚智教著
2012.４刊　四六判・200ページ　本体1,400円＋税

ISBN978-4-322-12124-7　C2032　　C

保険業界の暴排条項対応 「反社勢力の情報をどのように収集すれ

ばよいか」「どのような場面で反社勢力

の介入が判明するか」など、保険業界に

おける暴力団排除の場面で直面する問題

点を Q&A で解説。保険会社の本社社

員、支社長、営業職員、代理店必読の書。

第一東京弁護士会民事介入暴力対策委員会編
2012.４刊　Ａ５判・204ページ　本体1,800円＋税

ISBN978-4-322-11983-1　C2032　　A

金融ADRの法理と実務 金融関係の紛争解決の手段として2010年

10月からはじまった「金融 ADR 」。研究

者、立案関係者、金融に精通した弁護士、

金融ADR機関の実務担当者、利用者（消

費者）、それぞれの立場で解説。立法の

背景、実務の現状、今後の課題を集約。

山本和彦・井上　聡編著
2012.３刊　Ａ５判・上製・392ページ　本体2,800円＋税

ISBN978-4-322-11885-8　C2032　　C

心にひびく、のこる 投信販売力が身につく
コンプライアンスAnswer

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

え、解約、事故までの事務手続をはじめ

実践的な事例をまじえながら解説。

青山直子著
2011.12刊　Ａ５判・164ページ　本体1,200円＋税

ISBN978-4-322-11950-3　C2033　　B

FATCA
―ここがききたかったQ&A55―

全銀協でのセミナーを担当した税理士法

人トーマツの担当者を中心に、弁護士、

会計士を執筆メンバーに加え、Q&A55問

で概要と対応をわかりやすくまとめる。

FATCAの主要部分を押えるとともに、金

融機関の今後の具体的な対応を提案する。

生田ひろみ・前田幸作・浅井弘章・
今永浩一郎・中村淳一著

2011.10刊　Ａ５判・244ページ　本体2,000円＋税
ISBN978-4-322-11938-1　C2032　　A

Q&A そこが知りたい
JA版金融検査のポイント

最近実施されるようになった金融庁検査

（要請検査）に対して、農業協同組合の正

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。

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　本体1,200円＋税

ISBN978-4-322-11955-8　C2033　　A
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そこが知りたい
銀行窓口の個人情報保護

〈第2版〉

金融機関の店頭や渉外の現場で起こりそ

うでいて、かつ、ふつうの職員では判断

をしにくい悩ましい業務シーンを想定

し、その回答をわかりやすく提示。営業

店の現場でも最低限知っておくべき個人

情報保護法の考え方を理解する。

浅井弘章監修／金融財政事情研究会編
2011.７刊　四六判・112ページ　本体800円＋税

ISBN978-4-322-11922-0　C2033　　A

Q&A 保険検査マニュアル
改定のポイント

金融庁の保険検査マニュアルが大幅に改

定された。保険検査マニュアルの全体像

から、今回改定された意義まで、幅広い

読者を想定し、Q&A形式で分かりやす

く解説する。牧野明弘監修・著
2011.５刊　Ａ５判・344ページ　本体2,400円＋税

ISBN978-4-322-11903-9　C2033　　A

金融行政の現実と理論 大蔵省銀行局および金融庁において現在

の金融行政の基盤構築を担った著者だか

ら活写できた。金融危機の淵で対応を迫

られた行政官の直面した苦悩と最前線の

緊張感。木下信行著
2011.４刊　Ａ５判・上製・404ページ　本体3,600円＋税

ISBN978-4-322-11878-0　C2033　　A

注釈 金融商品取引法
第１巻〔定義・情報開示〕

金商法の逐条解説として、各条で「制定

の沿革・経緯」「条文制定の趣旨」「条文

解釈の要点」「実務上の留意点」を詳

述。第１条〜第27条の35（定義、企業

内容等・TOB・株券等の大量保有の状

況に関する開示等）につき徹底解説した。

岸田雅雄監修
2011.４刊　Ａ５判・上製・1,164ページ　本体9,400円＋税

ISBN978-4-322-11349-5　C2032　　A

注釈 金融商品取引法
第２巻〔業者規制〕

金商法の逐条解説として、各条で「制定

の沿革・経緯」「条文制定の趣旨」「条文

解釈の要点」「実務上の留意点」を詳

述。第28条〜第66条の26（金融商品取

引業者等、金融商品仲介業者）につき、

学者・弁護士・立案担当者らが解説した。

岸田雅雄監修
2009.10刊　Ａ５判・上製・948ページ　本体9,400円＋税

ISBN978-4-322-11350-1　C2032　　A

注釈 金融商品取引法
第３巻〔行為規制〕

金商法の逐条解説として、各条で「制定

の沿革・経緯」「条文制定の趣旨」「条文

解釈の要点」「実務上の留意点」を詳

述。第157条〜第196条の２（有価証券

の取引等に関する規制、課徴金等）につ

き学者・弁護士らが徹底的に解説した。

岸田雅雄監修
2009.10刊　Ａ５判・上製・580ページ　本体6,200円＋税

ISBN978-4-322-11351-8　C2032　　A
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金融機関の
監査部監査・自店内検査力強化の手引き
―金融機関を守る最後の砦―

金融機関において、情報漏洩、着服、横

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。

佐々木城夛著
2011.２刊　Ａ５判・228ページ　本体2,100円＋税

ISBN978-4-322-11749-3　C2033　　A

Q&A資金決済法・
改正割賦販売法
―新しい決済サービスに関する法制の横断的解説―

資金決済法（2011年成立）および関連性

の高い改正割賦販売法（2009年成立）に

ついて、前払式支払手段、資金移動業に

関する業者規制・実務面を中心に、気鋭

の弁護士がわかりやすく解説。実務に役

立つ契約書等の資料も掲載。

渡邉雅之・井上真一郎著
2010.８刊　Ａ５判・452ページ　本体4,000円＋税

ISBN978-4-322-11701-1　C2032　　A

逐条解説 資金決済法〈増補版〉
【別冊】資金決済に関する法律、同法施行令、
同法施行規則、事務ガイドライン対比表

好評の逐条解説資金決済法が増補版・箱

入りで再生。2010年４月１日に施行され

た資金決済に関する法律の内容について

新しい政令・内閣府令等に基づいて記

述。資金決済に関する法律と政令・内閣

府令等の対比表等を別冊として追加。

高橋康文編著
2010.８刊　Ａ５判・箱入・本体416ページ　本体4,600円＋税

ISBN978-4-322-11711-0　C2032　　A

取引先の相続と金融法務 金融機関の取引先の死亡と相続に関する

あらゆる論点を、Q&Aによってわかり

やすく解説。相続の基本から、相続財

産・債務の承継、遺言、遺産分割、遺留

分の減殺請求にわたって実務上問題にな

りやすいさまざまな論点を網羅。

吉岡伸一・渡邊博己・高橋悦夫編著
2010.８刊　Ａ５判・上製・448ページ　本体4,400円＋税

ISBN978-4-322-11629-8　C2032　　A

わかりやすいコンプライアンス
〈第3版〉

企業の法令遵守態勢の基本からマニュア

ル・体制の作り方、役職員の心構えま

で、あらゆる業種を念頭にQ&Aでコン

パクトに解説。日常業務、社会生活で守

るべきルール、陥りやすい法令違反行為

を平易に説き明かす。

松嶋　泰監修／加藤浩康著
2010.６刊　Ａ５判・276ページ　本体2,200円＋税

ISBN978-4-322-11622-9　C2032　　A

金融実務と
反社会的勢力対応100講

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。

第一東京弁護士会民事介入暴力対策委員会編
2010.６刊　Ａ５判・348ページ　本体3,800円＋税

ISBN978-4-322-11693-9　C2032　　A
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反社会的勢力と不当要求の
根絶への挑戦と課題
―日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会30周年記念論文集―

過去10年間にわたる暴力団対策、反社

会的勢力対策の法的・実務的な進展を紹

介したうえで、暴力団の資金源を断つこ

とができることを論証する。
日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会編
2010.６刊　Ａ５判・上製・372ページ　本体3,333円＋税

ISBN978-4-322-11630-4　C2032　　A

金融犯罪対策の手引き
―最前線の取組みと今後の展望―

金融機関は金融犯罪に対してどのように

臨むべきか、その対応策を犯罪の種類別

に記載。振り込め詐欺、偽造カード詐欺

から、金融市場の信頼を揺るがすような

インサイダー取引まで、範囲が拡大して

いる金融犯罪の事例を多数、収録。

杉浦宣彦監修／
有友圭一・高橋さやか・関谷正樹著

2010.３刊　Ａ５判・224ページ　本体2,400円＋税
ISBN978-4-322-11529-1　C2033　　A

Q&A 情報開示・
インサイダー取引規制の実務

「適切な情報開示はインサイダー取引防

止につながる」といわれ、密接不可分の

関係にある情報開示・インサイダー取引

規制。両論点について上場会社の役職員

や市場関係者が実務上直面しうる問題点

をQ&A形式で解説。

清水　豊・前岨　博・小林史治編著
2010.３刊　Ａ５判・380ページ　本体3,800円＋税

ISBN978-4-322-11530-7　C2033　　A

Q&A そこが知りたい
金融円滑化対応のポイント

中小企業金融円滑化法で、監督指針、金

融検査マニュアルはどう変わったか！　

早期に求められる体制整備、開示報告義

務の具体的方法は？　貸付条件の変更に

柔軟に対応するために、いま知りたい情

報が満載。融資担当者、必読の書！

金融円滑化研究会編
2010.２刊　Ａ５判・132ページ　本体1,100円＋税

ISBN978-4-322-11570-3　C2033　　A

平成22年完全施行対応
改正割賦販売法・
特定商取引法三段対照法令集

2010年に完全施行された改正割賦販売法

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

トへの回答も収録した実務関係者必携の

一冊。

右崎大輔・清水将博編
2009.10刊　Ａ５判・528ページ　本体2,400円＋税

ISBN978-4-322-11528-4　C2033　　F

金融取引法入門 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

し、各業務の機能、法的性質および関連

する法的問題を解説。民法を中心とし、

商法、会社法など広範囲の法律をカバー。

福井　修著
2009.９刊　Ａ５判・324ページ　本体2,600円＋税

ISBN978-4-322-11521-5　C2033　　A
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逐条解説
資産流動化法〈改訂版〉

2003年刊行の好評既刊を全面リニューア

ル。会社法施行、信託法改正に伴う資産

流動化法の改正内容をキャッチアップ。

特定目的会社・特定目的信託制度につい

て、制度趣旨・運用指針を詳解。準用条

文、読替条文等も全文掲載。

長崎幸太郎編著／額田雄一郎改訂
2009.１刊　Ａ５判・上製・736ページ　本体8,000円＋税

ISBN978-4-322-11334-1　C2032　　A

これ一冊でわかる！
新しい保険法

2008年５月30日に成立した新しい保険法

により、保険をめぐるルールがどのよう

に変わったのか。厳選された43のQ&A

でコンパクトに解説。法務省のスタッフ

として立案を担当した執筆陣による信

頼・待望の書！

萩本　修編著
2008.11刊　Ａ５判・176ページ　本体1,500円＋税

ISBN978-4-322-11377-8　C2032　　C

銀行法規便覧2008 銀行法令、告示、検査マニュアル、監督

指針、ガイドライン等を網羅した関係者

必携のバイブル。銀行法・施行令・施行

規則の全条文を四段対照表で掲載。銀行

法関係の最新告示をフォロー。約定書・

規定類も所収。

長谷川俊明法律事務所監修／
銀行法規便覧編集委員会編
2008.10刊　Ａ５判・上製・1,892ページ　本体8,000円＋税

ISBN978-4-322-11205-4　C2033　　A

反社会的勢力
関係遮断チェックリスト
―「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」完全対応―

内閣府による「企業が反社会的勢力によ

る被害を防止するための指針」を実践す

るための具体的メソッドである「反社会

的勢力との関係遮断に向けた内部統制

チェックリスト」に基づき、わかりやす

く具体例を示しつつ解説。

第一東京弁護士会民事介入暴力対策委員会編著
2008.10刊　Ａ５判・148ページ　本体1,600円＋税

ISBN978-4-322-11368-6　C2033　　A

概説
新信託法

新信託法及び信託法整備法のほか、信託

法施行令、信託法施行規則の立案を担当

した執筆陣が、新法令の立案趣旨や文言

解釈の考え方につき詳細かつ体系的に解

説。金融機関担当者・研究者・弁護士・

司法書士等、信託業務関係者必読の一冊。

村松秀樹・富澤賢一郎・鈴木秀昭・三木原聡著
2008.８刊　Ａ５判・448ページ　本体4,600円＋税

ISBN978-4-322-11320-4　C2032　　C

投資信託の法務と実務
〈第4版〉

投資信託実務のバイブル、金融商品取引

法、投資信託法、金融商品販売法、信託

法改正など、関係法令の改正に完全対

応。最新商品、受益証券の無券面化、ク

オンツリサーチ業務、など最新情報を多

数掲載。

野村アセットマネジメント株式会社編著
2008.７刊　Ａ５判・上製・772ページ　本体7,500円＋税

ISBN978-4-322-11278-8　C2032　　A
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逐条解説
新金融商品販売法

「説明義務」「断定的判断の提供等の禁

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！

松尾直彦監修／池田和世著
2008.６刊　Ａ５判・292ページ　本体3,000円＋税

ISBN978-4-322-11186-6　C2032　　A

民暴対策Q&A〈第四版〉
―市民と企業、行政機関の実践マニュアル―

好評既刊を６年ぶりに改訂。第四版では行

政対象暴力関連設問を新設。昨今の法令等

の改正にも対応。日弁連民暴委員会が総力

を結集、警察庁有志、全国暴力追放運動推

進センターの協力を得て、反社会的勢力と

の関係遮断に必要な最新ノウハウを開陳。

日弁連民事介入暴力対策委員会編
2008.６刊　Ａ５判・388ページ　本体3,200円＋税

ISBN978-4-322-11279-5　C2032　　A

よくわかる金融内部監査
―素朴な疑問への回答―

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

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。

宇佐美　豊著
2008.５刊　Ａ５判・128ページ　本体1,200円＋税

ISBN978-4-322-11281-8　C2033　　A

金融法務読本
〈第27版〉

金融商品取引法、会社法、民法、倒産

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

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。

川田悦男監修・著
2008.４刊　Ａ５判・420ページ　本体3,000円＋税

ISBN978-4-322-11185-9　C2032　　A

金融商品取引業の
コンプライアンス

金融商品取引業をとりまく法令・ルール

の概要から、有価証券概念の拡大、ディ

スクロージャー、勧誘・販売規制、不公

正取引、M&A、有価証券管理業務、広

告規制、ITへの対応まで、Q&Aにより

留意点と具体的な対応策を明らかにする。

川村雄介監修・著
2008.４刊　Ａ５判・320ページ　本体2,800円＋税

ISBN978-4-322-11191-0　C2033　　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

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。

行方洋一編著／早坂文高・尾川宏豪著
2008.３刊　Ａ５判・376ページ　本体4,600円＋税

ISBN978-4-322-11202-3　C2033　　A
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ハンドブック信託 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

解説した入門書。歴史や機能、実務上の

問題点、商品としての活用可能性、海外

の信託制度などの周辺論点まで論及。

財団法人トラスト60編
2008.１刊　Ａ５判・332ページ　本体2,800円＋税

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―

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

……。「失われた10年」の間に発生した

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。

大森泰人著
2007.11刊　Ａ５判・上製・440ページ　本体2,800円＋税

ISBN978-4-322-11147-7　C2033　　A

営業店の
新金融商品販売ルールQ&A

金商法、改正金販法、政令・内閣府令を

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

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。

永田光博著
2007.８刊　Ａ５判・140ページ　本体1,200円＋税

ISBN978-4-322-11109-5　C2033　　A

Q&A金融検査マニュアル
改訂のポイント

2007年２月16日公表の全面改訂版「新

金融検査マニュアル」の全体像を徹底検

証。全面改訂の経緯から新設・変更され

た項目、実務への影響まで「ここが知り

たい」を厳選された100のQ&Aで平易に

解き明かす。

社団法人金融財政事情研究会編
2007.４刊　Ａ５判・320ページ　本体2,400円＋税

ISBN978-4-322-11022-7　C2033　　A

Q&A
わかりやすい銀行代理業

2006年４月解禁の銀行代理業制度につい

て、参入要件や留意点をQ&A形式で詳

説。金融庁が公表したパブリックコメン

トの結果もふまえ、金融機関や一般事業

者が抱く疑問にあますところなく答える

銀行代理業参入テキストの決定版！

赤上博人・渡邉雅之著
2006.８刊　Ａ５判・184ページ　本体1,900円＋税

ISBN978-4-322-10964-1　C2033　　A

逐条解説
新社債、株式等振替法

株式のペーパーレス化を可能にする社

債・株式等振替法を詳解。電子決済を前

提とする新たな証券決済制度が完成！一

連の振替法改正の完了を受けた、証券決

済制度の構築に関わった立案担当官によ

る唯一の逐条解説書。

高橋康文編著／尾㟢輝宏著
2006.７刊　Ａ５判・上製・548ページ　本体7,000円＋税

ISBN978-4-322-10920-7　C2032　　A
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金融規制・行政／ファイナンス

個人情報保護法と金融実務
〈第3版〉

個人情報保護法の金融実務への影響を法

令、金融庁ガイドライン、全国銀行個人

情報保護協議会指針等に基づき詳説。銀

行法改正や監督指針の整備、M&A、証

券化における対応などを大幅に加筆しリ

ニューアル。検定試験に対応。

浅井弘章著
2006.５刊　Ａ５判・416ページ　本体3,200円＋税

ISBN978-4-322-10926-9　C2032　　A

内部通報システムをつくろう
―10の課題と111の対策―

2006年４月の公益通報者保護法の施行を

受け、「自浄作用が機能する組織」「内部

告発リスクを制限できる組織」を作り上

げるために、内部通報システムを正しく

構築し、運用するためのノウハウを満載。中原健夫・結城大輔著
2006.２刊　Ａ５判・268ページ　本体2,800円＋税

ISBN978-4-322-10839-2　C2033　　A

信用保証〈第3版〉 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

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。

江口浩一郎編
2005.３刊　Ａ５判・上製・564ぺージ　本体5,000円＋税

ISBN978-4-322-10653-4　C2032　　A

ファイナンス

「でんさい」のすべて
〈第2版〉

でんさいネットの利用について網羅的に

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

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。

株式会社全銀電子債権ネットワーク著
2016.５刊　Ａ５判・472ページ　本体3,600円＋税

ISBN978-4-322-12891-8　C2032　　C

数理ファイナンスの歴史 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

技術の成立過程を理解できる読物とし

て、市場関係者が参照しやすいモデル・

ガイドとしても比類なき一冊。

櫻井　豊著
2016.４刊　Ａ５判・上製・568ページ　本体5,500円＋税

ISBN978-4-322-12862-8　C2033　　A
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ファイナンス

資産運用の本質
―ファクター投資への体系的アプローチ―

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。投資家は自らをど

う理解し、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。

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　本体8,500円＋税
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。

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。

岡本和久著
2016.４刊　Ａ５判・172ページ　本体1,600円＋税

ISBN978-4-322-12672-3　C2033　　B

上場会社オーナーのための
資産管理実務

上場会社、上場を目指す会社への「資産

保全・管理・承継・実行」といった課題

解決型提案の実務において留意すべき事

項を、「事例→解決策→解説」の流れで

詳解。企画・提案をまとめていくうえ

で、最適な実務書。

小谷野幹雄監修／
小谷野公認会計士事務所編著

2016.４刊　Ａ５判・544ページ　本体5,000円+税
ISBN978-4-322-12438-5　C2033　　D

〈KINZAIバリュー叢書〉
はじめてのイスラム金融

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、アメリカ利上げ、中国ショッ

ク、日銀のマイナス金利をよそに成長を

続ける独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。

吉田悦章著
2016.３刊　四六判・168ページ　本体1,400円＋税

ISBN978-4-322-12864-2　C2033　　A

金融機関職員のための
経営改善計画書の読み方

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

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。

片岡俊博著
2016.３刊　Ａ５判・316ページ　本体2,800円＋税

ISBN978-4-322-12855-0　C2033　　A

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―

本邦初のEP（エクエーター原則／赤道

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。

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　本体2,600円＋税

ISBN978-4-322-12842-0　C2033　　A



21

ファイナンス

担保書式便覧
【不動産編】

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。

小林明彦・藤本忠久編集代表
2016.３刊　Ｂ５判・上製・928ページ　本体15,000円＋税

ISBN978-4-322-12601-3　C2032　　A

〈法人融資手引シリーズ〉
不動産担保実務

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

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。

小野兵太郎著
2016.２刊　Ａ５判・408ページ　本体3,800円＋税

ISBN978-4-322-12828-4　C2032　　A

〈KINZAIバリュー叢書〉
ゼロからわかる
積立投資のススメ方

「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。

星野泰平著
2015.12刊　四六判・244ページ　本体1,800円＋税

ISBN978-4-322-12850-5　C2033　　A

〈第13次の特色〉
◎全国の金融機関、シンクタンク、実

務家のノウハウを結集した全面刷
新版。新規業種を大幅拡充、計1472
業種を収録。

◎日本の全産業、全業種を網羅、徹
底分析した“業界情報の宝庫”

◎業界動向や業務・商品知識はもと
より、最新データに基づいた分析
や業種特性を反映した情報が満載。

◎全10巻分の情報を収めた DVD-
ROM版も発売。パソコンでの検索、
必要な情報へのすばやいアクセス、
情報の手軽な携行が可能に。

◎取引先開拓の準備、事業性評価の
手引き、経営改善・生産性向上支援
の展開などに活用できる。

◎金融機関の与信審査のチェックポ
イントが一目でわかる。

◎全国の金融機関やコンサルタント、
企業はもとより官公庁、税務署、大
学なども幅広く導入・活用拡大中。

〈第13次〉業種別審査事典（全10巻）

第１巻　ISBN978-4-322-12644-0　C2533
第２巻　ISBN978-4-322-12645-7　C2533
第３巻　ISBN978-4-322-12646-4　C2533
第４巻　ISBN978-4-322-12647-1　C2533
第５巻　ISBN978-4-322-12648-8　C2533
第６巻　ISBN978-4-322-12649-5　C2533
第７巻　ISBN978-4-322-12650-1　C2533
第８巻　ISBN978-4-322-12651-8　C2533
第９巻　ISBN978-4-322-12652-5　C2533

2016.１刊　Ｂ５判・箱入・各巻約1,300ページ
各巻本体18,000円＋税　全10巻セット　本体180,000円＋税
DVD-ROM版　本体200,000円＋税

第10巻　ISBN978-4-322-12653-2　C2533
DVD-ROM版
　　　　ISBN978-4-322-12654-9　C2833

A

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
第 ３巻　木材・紙パ・化学・エネルギー分野　
第 ４巻　鉄鋼・金属・非鉄・建設・環境・廃棄物処理・防衛分野
第 ５巻　機械器具（一般、電気・電子、精密、輸送）分野
第 ６巻　不動産・住宅関連・飲食店分野
第 ７巻　サービス関連（広告、コンサルタント）・学校・地公体分野
第 ８巻　美容・化粧品・医薬・医療・福祉・商品小売・ペット分野
第 ９巻　サービス関連（運輸、旅行）・スポーツ・レジャー・娯楽分野
第１0巻　金融・レンタル・印刷・出版・情報通信分野
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ファイナンス

公共施設等運営権 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。

植田和男・内藤　滋編著／
六角麻由・増田智彦・木田翔一郎著

2015.10刊　Ａ５判・228ページ　本体2,500円＋税
ISBN978-4-322-12821-5　C2032　　A

院長先生の
相続・事業承継・M&A決定版

医業関係者の相続・事業承継・M&Aに

ついて具体的な事例をもとにアドバイ

ス。「クリニックの土地の名義が父のま

まだと、相続手続でトラブルになるので

すか？」など、具体的な疑問に対して、

解決方法と税務の知識が同時に得られる。

上條佳生留著／税理士法人ブレインパートナー編
2015.９刊　Ａ５判・256ページ　本体2,500円＋税

ISBN978-4-322-12641-9　C2033　　B

〈法人融資手引シリーズ〉
債権・動産担保実務

〈第3版〉

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。

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　本体3,200円＋税

ISBN978-4-322-12592-4　C2032　　A

事例に学ぶ
貸出判断の勘所〈新版〉
―資金使途の検証にみる「貸出の王道」―

貸出業務の生命は資金使途の検証にあ

り！　貸出業務の基本姿勢や判断要素

を、資金使途別に事例を織り交ぜながら

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。

吉田重雄著
2015.12刊　Ａ５判・264ページ　本体2,350円＋税

ISBN978-4-322-12849-9　C2033　　A

はじめての株式投資
―優良企業のシンプルな選び方―

目先の儲けにとらわれない、賢い投資家

になるための三つのポイント（優良企業

の見極め、安値圏、中長期投資）をわか

りやすく解説。投資未経験者から証券会

社職員まで、株式投資に関心を持つ人の

教科書となる一冊。

福沢隆雄著
2015.11刊　Ａ５判・160ページ　本体1,600円＋税

ISBN978-4-322-12825-3　C2033　　A

事例研究
アセット・ベースト・ソリューション
―動産価値を活用した企業金融の仕組み―

動産価値を活用した企業金融のポイント

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、ストラクチャリング

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。

ゴードン・ブラザーズ・ジャパン編著
2015.10刊　Ａ５判・204ページ　本体1,900円＋税

ISBN978-4-322-12812-3　C2033　　A
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ファイナンス

〈法人融資手引シリーズ〉
融資審査

〈第3版〉

融資審査に係る実務上の留意点について

現場で役立つように解説した定番の実務

マニュアル。第３版では、経営者保証ガ

イドライン、地域密着型金融、企業の内

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。

髙橋俊樹著
2015.８刊　Ａ５判・284ページ　本体2,800円＋税

ISBN978-4-322-12815-4　C2032　　A

〈法人融資手引シリーズ〉
融資契約

〈第3版〉

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

ついて豊富な書式を交え解説した実務マ

ニュアルを７年ぶりに改訂。犯収法に基

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。

関沢正彦・中原利明編著
2015.８刊　Ａ５判・276ページ　本体2,800円＋税

ISBN978-4-322-12681-5　C2032　　A

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―

「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。西村あさひ法律事務所編
2015.８刊　Ａ５判・328ページ　本体3,200円＋税

ISBN978-4-322-12675-4　C2032　　A

官民ファンド活用ガイド 所管省庁が異なる９ファンド（産革機

構、中小機構、REVIC、A-FIVE、PFI

機構、官民イノベーションプログラム、

クールジャパン、Re-Seed、競争力強化

ファンド）を一挙紹介。「逆引きファン

ド選択ガイド」付き。

川村雄介監修・著／
一般社団法人金融財政事情研究会編

2015.６刊　Ｂ５判・184ページ　本体2,000円+税
ISBN978-4-322-12671-6　C2033　　A

業種別エキスパート
経営分析

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

機関が注目する38業種の財務分析と

KFS（Key Factor for Success）等をわ

かりやすく解説。

都井清史著
2015.４刊　Ａ５判・168ページ　本体2,000円+税

ISBN978-4-322-12667-9　C2033　　A

企業価値向上のデリバティブ
―リスクヘッジを超えて―

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

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。

福島良治著
2015.３刊　Ａ５判・上製・248ページ　本体2,700円+税

ISBN978-4-322-12633-4　C2033　　A
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ファイナンス

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―

LNG 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。

井上義明著
2015.１刊　Ａ５判・176ページ　本体1,800円+税

ISBN978-4-322-12627-3　C2033　　A

なぜ、いま
日本株長期投資なのか

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

を有望視する業種、有力長期投資家の視

点を丁寧に解説。

みずほ証券 菊地正俊著
2014.12刊　四六判・292ページ　本体2,200円+税

ISBN978-4-322-12628-0　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」―

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。

小森　晶著
2014.10刊　Ａ５判・上製・244ページ　本体2,800円+税

ISBN978-4-322-12568-9　C2033　　B

プロジェクトファイナンスの
理論と実務〈第２版〉

斯界の世界標準テキスト『Principles of 

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。

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　本体8,000円+税

ISBN978-4-322-12302-9　C2033　　A

シンプル解説
オルタナティブローン

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。

北原一功監修／池田正嗣著
2014.９刊　Ａ５判・288ページ　本体2,800円+税

ISBN978-4-322-12564-1　C2033　　A

ナイスディール 債券ディーラー俊也は、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。

町田哲也著
2014.８刊　四六判・上製・292ページ　本体1,600円+税

ISBN978-4-322-12582-5　C0093　　A
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ファイナンス

基礎からわかる
LIBORマーケット・モデルの実務

（CD-ROM付き）

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。

金利デリバティブ研究会著
2014.８刊　Ａ５判・120ページ　本体1,800円+税

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

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

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。

樋口孝夫著
2014.７刊　Ａ５判・上製・268ページ　本体2,700円+税

ISBN978-4-322-12561-0　C2032　　A

地域の資源を活かす
再生可能エネルギー事業

再生可能エネルギー事業にまつわるさま

ざまな検討すべき事項を概説した入門書。

事業化に際しての検討課題および対処方

法をわかりやすく解説するとともに、風

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。

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

2014.６刊　四六判・244ページ　本体2,000円+税
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

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。

大工舎宏監修／佐藤史子著
2014.５刊　四六判・164ページ　本体1,500円+税

ISBN978-4-322-12556-6　C2033　　A

ABL取引推進事典 動産・債権を積極的に活用し、企業の資

金ニーズに応えるための必須知識を解

説。マーケティングから審査、契約、モ

ニタリング、回収処分に至る実務プロセ

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。

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　本体8,000円+税

ISBN978-4-322-12404-0　C2033　　A

これでわかる経営者保証 「経営者保証に関するガイドライン」研

究会の座長を務めた小林信明弁護士の監

修のもと、研究会事務局がガイドライン

のポイントを解説。金融機関の本部・支

店の役職員はもちろん、中小企業の経営

者や経理・財務担当者も必携の１冊。

小林信明監修
経営者保証に関するガイドライン研究会事務局編著

2014.３刊　B５判・64ページ　本体1,000円+税
ISBN978-4-322-12441-5　C2032　　A
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クレジット投資のすべて
〈第2版〉

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

る投資戦略書。流動性リスクの見方や

JGB のクレジット分析、セーフティ

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。

大橋英敏著
2014.３刊　Ａ５判・上製・340ページ　本体3,400円+税

ISBN978-4-322-12421-7　C2033　　A

実務必携
企業審査ハンドブック

目利き能力が求められるなか、審査業務を

体系的に学ぶための唯一無二の専門書。定

量分析と定性分析をバランスよく学び融

資・審査のエキスパートになるための情報

が満載。経営者と事業戦略、マーケティン

グ、財務と財務戦略について詳細に解説。

久保田政純著
2014.３刊　Ａ５判・400ページ　本体3,800円＋税

ISBN978-4-322-12416-3　C2033　　A

〈外為エッセンシャルシリーズⅠ〉
外国為替

多様な顧客ニーズを満たすために必須と

なる外為業務の基礎的な知識・仕組み

を、外貨両替、外国送金、輸出入取引、

輸出入金融、リスクヘッジ、特殊貿易

等、取引項目ごとにわかりやすく解説。大村　博著
2013.10刊　Ａ５判・372ページ　本体3,800円＋税

ISBN978-4-322-12349-4　C2033　　A

〈外為エッセンシャルシリーズⅡ〉
外為渉外

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

る企業を担当する法人渉外担当者等、必

読の書。

大村　博著
2013.12刊　Ａ５判・280ページ　本体2,800円＋税

ISBN978-4-322-12376-0　C2033　　A

〈外為エッセンシャルシリーズⅢ〉
外為辞典

『外国為替』『外為渉外』に続く、外為

エッセンシャルシリーズの第３弾。初め

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

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。

大村　博著
2014.３刊　Ａ５判・176ページ　本体1,800円＋税

ISBN978-4-322-12393-7　C2033　　A

〈KINZAIバリュー叢書〉
ゼロからわかる
新規融資・成長支援

長年金融機関に対する融資業務のコンサ

ルティング、教育研修プログラムを実施

する著者が、「はじめて法人営業を任さ

れた若手行員」を対象に書き下ろした、

独自の新規融資・成長支援のノウハウ集。小林　守著
2014.２刊　四六判・164ページ　本体1,300円＋税

ISBN978-4-322-12423-1　C2033　　A
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デリバティブ取引のすべて
―変貌する市場への対応―

スワップ・オプション取引が導入され

30年近くなる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・今後の方向について体系的

にまとめ、真の姿を著した待望の実務書。

三菱東京UFJ銀行市場企画部／金融市場部著
2014.２刊　Ａ５判・上製・528ページ　本体4,700円＋税

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―

回復に向かう投資ファンド市場（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。AIJなど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。光定洋介編著／白木信一郎著
2014.２刊　Ａ５判・256ページ　本体2,400円＋税

ISBN978-4-322-12407-1　C2033　　A

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、

図解を交えながらコンパクトにわかりや

すく解説。中小企業の経営者や金融機関

の営業店渉外担当者等、必携の書。

NPO法人日本動産鑑定編著
2014.１刊　Ｂ５判・64ページ　本体1,000円＋税

ISBN978-4-322-12418-7　C2033　　A

金融機関との取引を
円滑に進める方法
―経営者と金融機関とのペーパーコミュニケーション―

企業と金融機関の取引を円滑に進め、両

者のパーセプションギャップを解消する

実践書。《参考資料》は事業計画書の

フォーマットとして最適。企業の経営

者、財務担当者のほか、金融機関の法人

担当、公認会計士・税理士などにも有効。

澁谷耕一監修／吉田浩二著
2013.12刊　Ａ５判・224ページ　本体2,200円＋税

ISBN978-4-322-12381-4　C2033　　A

「市場」ではなく「企業」を買う
株式投資

株式投資のあるべき姿について論じた１

冊。対象先を選別した“厳選投資”の有

効性を第一線の運用会社のファンドマネ

ジャー、機関投資家、研究者が理論・実

証面から多面的に検証。

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

2013.10刊　Ａ５判・264ページ　本体2,400円＋税
ISBN978-4-322-12367-8　C2033　　A

日本株式市場の
リスクプレミアムと資本コスト

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

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。

菅原周一著
2013.９刊　Ａ５判・上製・276ページ　本体2,800円＋税

ISBN978-4-322-12352-4　C2033　　B
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事例に学ぶ
貸出の基本を教えるOJTの勘所
―対話形式で学ぶ“判断・事務・管理”の63シーン―

金融機関の支店長・管理職者が若手を貸

出業務担当者として教育指導、育成する

際に、OJT で教えるべき必要最低限の

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。

吉田重雄著
2013.９刊　Ａ５判・292ページ　本体2,500円＋税

ISBN978-4-322-12363-0　C2033　　A

〈KINZAIバリュー叢書〉
ゼロからわかる
事業承継型M&A

後継者不在による事業承継問題の解決策

の一つであるM&Aの活用方法を明示。

事例やコラム等を数多く掲載し、事業承

継を成功に導くために必須となる基本的

な要諦をわかりやすく解説。地域金融機

関の法人渉外担当者など必読の書。

日本M&Aセンター編著
2013.９刊　四六判・192ページ　本体1,300円＋税

ISBN978-4-322-12342-5　C2033　　A

ファンドビジネスの法務
〈第２版〉

適格機関投資家等特例業務、投資助言・

代理業を巡る人的構成要件、プロ向け投

資運用業など近年の法改正に言及。AIJ

事件をふまえ、年金基金を相手方とする

場合の禁止行為も詳述。金商法を中心に

改正犯収法など最新の法規制に即応。

伊東　啓・本柳祐介・内田信也著
2013.８刊　Ａ５判・296ページ　本体2,800円＋税

ISBN978-4-322-12359-3　C2033　　A

でんさい実務Q&A 「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

務を行うために必要な知識や考慮しなけ

ればならないポイントを具体的に取り上

げている。

小木曽佳子著
2013.７刊　Ａ５判・148ページ　本体1,400円＋税

ISBN978-4-322-12362-3　C2032　　C

中小企業向け新規融資のための
事業計画分析PDCA

中小企業の監査を多く見ている中堅大手

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。
森岡宏之・鵜木優次著

2013.７刊　Ａ５判・152ページ　本体1,200円＋税
ISBN978-4-322-12326-5　C2033　　B

〈KINZAIバリュー叢書〉
再投資可能な医療
―医療機関経営とファイナンス―

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。

青山竜文著
2013.７刊　四六判・192ページ　本体1,600円＋税

ISBN978-4-322-12339-5　C2033　　A
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ファイナンス

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―

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。

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　本体1,500円＋税

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

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。

都井清史著
2013.６刊　四六判・180ページ　本体1,300円＋税

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―

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。

赤井厚雄・小松真実・松尾順介著
2013.５刊　Ａ５判・上製・124ページ　本体1,200円＋税

ISBN978-4-322-12328-9　C2033　　B

融資担当者は
新会計基準のココをみる
―100万人会計時代到来！	中小会計要領詳解―

最新の中小企業の会計ルール（中小企業の

会計に関する基本要領）について、主要勘

定科目ごとに企業会計原則、会社法、法人

税法との関係も含めポイントを解説すると

ともに会話形式で事例を紹介。中小企業の

経営改善支援に不可欠な一冊。

河野　勉・髙田順三著
2013.４刊　Ａ５判・264ページ　本体2,000円＋税

ISBN978-4-322-12325-8　C2033　　A

中小企業のための
融資判断の手引き

40年近く信用金庫で融資・審査に従事

してきた著者がその体験から中小企業融

資判断のポイントを体系的にまとめた実

務書。地域金融機関として、円滑化終了

後の地元中小企業に対する融資の心構え

を醸成するのに必要なノウハウが満載。

百武健一著
2013.４刊　Ａ５判・284ページ　本体2,095円＋税

ISBN978-4-322-12181-0　C2033　　B

プライベート・エクイティの投資実務
―Ｊカーブを越えて―

プライベート・エクイティ投資プロセス

の基本的枠組みを投資家の立場で詳解。

PE投資の障壁である「Ｊカーブ」を乗

り越えるための投資プロセス・リスク管

理手法やポートフォリオ構築・管理のた

めのツールを明らかにした実践的体系書。

Thomas Meyer/Pierre-Yves Mathonet著・
小林和成・萩　康春訳
2013.４刊　Ａ５判・上製・500ページ　本体4,400円＋税

ISBN978-4-322-12142-1　C2033　　B
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事業承継を成功に導く
中小企業M&A

事業承継に携わる金融機関職員や事業承

継を考える事業主に向け、後継者不在に

よる事業承継問題の解決法として着目さ

れている「中小企業M&A」の活用方法

を、成功事例や活用基準などを紹介しな

がらわかりやすく丁寧に解説。

日本M&Aセンター編
2013.３刊　Ａ５判・176ページ　本体2,000円＋税

ISBN978-4-322-12312-8　C2033　　D

びっくりするほど
経営分析がよくわかる本

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。金児　昭監修／末松義章著
2013.２刊　Ａ５判・116ページ　本体1,500円＋税

ISBN978-4-322-12169-8　C2033　　A

営業店のための
医療・介護向け取引推進事典

「医療介護のキーワード編」「医療・介護

政策編」「営業推進編」「機能・サービス

別アプローチ編」の４編構成。営業店の

渉外担当者から本部セクションの方ま

で、医療・介護分野への理解を深めるた

めに最適な画期的１冊。

一般社団法人金融財政事情研究会編
2013.１刊　Ａ５判・上製・884ページ　本体7,400円＋税

ISBN978-4-322-12138-4　C2033　　A

〈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―

「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。

日本政策投資銀行　環境・CSR部著
2013.１刊　四六判・216ページ　本体1,600円＋税

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〉

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。

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

2012.10刊　Ａ５判・1,596ページ　本体10,000円＋税
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―

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。

東出泰雄著
2012.８刊　Ａ５判・200ページ　本体1,600円＋税

ISBN978-4-322-12127-8　C2033　　B
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ファイナンス

不動産ファイナンスの
再生・回収実務

マーケットの分析から、リーマンショッ

ク以降のSPCを用いた不動産ファイナン

スの有事の実践対応を、ケーススタディ

に基づいて分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。

今井和男・佐藤　亮編著
2012.８刊　Ａ５判・280ページ　本体2,600円＋税

ISBN978-4-322-12152-0　C2032　　C

一問一答
改正資産流動化法

2011年に改正された資産流動化法の改正

作業に携わった立案担当者が、改正の内

容や改正にあたり問題となった論点につ

いて、一問一答形式にて解説する。参照

すべき根拠条文等も併載。本村　彩著
2012.７刊　Ａ５判・448ページ　本体4,600円＋税

ISBN978-4-322-12134-6　C2032　　C

貸出業務の信質
―貸出業務に携わる人の矜持―

好評の吉田重雄氏執筆の書籍第５弾。「貸

出業務の本来のあり方」を問う最新作。貸

出業務をめぐる環境変化、担当者のレベ

ル、貸出業務の基本・要諦、貸出判断の

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。

吉田重雄著
2012.６刊　四六判・上製・328ページ　本体2,400円＋税

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

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

深める。金融機関職員、企業の財務担当

者必携。山田晴信著
2012.６刊　Ａ５判・224ページ　本体2,400円＋税

ISBN978-4-322-12112-4　C2033　　A

実例に学ぶ
金融機関の債権償却〈第5版〉
―自己査定における実務対応―

償却実務プロセスのすべてに応える定番

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。高橋俊樹著
2012.６刊　Ａ５判・上製・376ページ　本体4,000円＋税

ISBN978-4-322-12099-8　C2033　　A

〈KINZAIバリュー叢書〉
会社法による決算の見方と
最近の粉飾決算の実例解説

事実は小説よりも奇なり！ニイウスコー、

メルシャンの「循環取引」による驚異の粉

飾操作を解き明かす！大王製紙、オリンパ

ス等、粉飾の手法を徹底分析！会社法によ

る最新の会社計算規則をわかりやすく解

説。与信業務担当者必読の一冊！

都井清史著
2012.５刊　四六判・228ページ　本体1,400円＋税

ISBN978-4-322-12111-7　C2033　　A
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〈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―

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。

本田伸孝・三森　仁著
2012.５刊　四六判・228ページ　本体1,600円＋税

ISBN978-4-322-12120-9　C2033　　A

応酬話法で学ぶ
融資渉外スキルアップ
―聞き上手･提案上手の極意―

本書は中小企業とのコミュニケーション

能力を高めるために必要な定性・定量情

報の活用力強化策はもとより、企業の

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。

東出泰雄著
2012.４刊　Ａ５判・228ページ　本体1,600円＋税

ISBN978-4-322-12100-1　C2033　　B

〈KINZAIバリュー叢書〉
取引先の経営実態を把握する法
―スーパー定性分析の極意―

企業の実態把握には「ヒト・モノ・顧

客・情報」分析が不可欠。評価が難しい

定性・非財務分析をある一定の物差しで

基準を作って評価する画期的な経営者分

析方法を解説。項目毎にわかりやすく構

成されており、初学者にも最適。

落合俊彦著
2012.１刊　四六判・360ページ　本体2,000円＋税

ISBN978-4-322-11935-0　C2033　　A

ファイナンスの基礎 本書はファイナンス理論を知るだけでな

く、それを利用できるようになりたい人

向け。単に言葉を知っているというレベ

ルを越えて、自分で利用したい、他人に

説明をできるようになりたいというレベ

ルに導く。

大村敬一・楠美将彦著
2012.１刊　Ａ５判・332ページ　本体2,400円＋税

ISBN978-4-322-11966-4　C2033　　A

〈コツさえわかればすぐ使える〉
粉飾決算の見分け方〈第3版〉

きんざいセミナーの人気講師の授業を実

況中継。有名粉飾事件や実在の企業の決

算書を多数分析。粉飾手法はもちろん、

どの順番で手をつけたか、本当に隠した

かったものは何か、担当者の心までわか

るようになる待望の手引書。

都井清史著
2011.10刊　Ａ５判・212ぺージ　本体1,800円＋税

ISBN978-4-322-11951-0　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―

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。

企業審査部門で豊富な経験と実績をもつ

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。

末松義章著
2011.10刊　Ａ５判・上製・188ページ　本体2,200円＋税

ISBN978-4-322-11926-8　C2033　　A
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実務家のための 電子記録債権と
サプライヤーファイナンス

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

との違いや利点から電子記録債権の法的

問題の根本や実務とのかかわりについて

も分析。

平田重敏編著
2011.10刊　Ａ５判・332ページ　本体3,000円＋税

ISBN978-4-322-11930-5　C2033　　A

根抵当権の確定と登記 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

否等、確定の理論を平易に整理し、その

手続を実例に基づき詳説している。著者

自身が使用する各種書式等を多数掲載。

大野静香著
2011.９刊　Ａ５判・208ページ　本体2,000円＋税

ISBN978-4-322-11933-6　C2032　　C

いまさら聞けない
融資の常識50考〈第2版〉

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

り。事故防止の極意を達人が伝授します。高橋俊樹著
2011.７刊　四六判・128ページ　本体1,200円＋税

ISBN978-4-322-11915-2　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

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフ

ロー計算書の財務三表について、債権者

の視点からわかりやすく解説。財務三表

の項目についてのおさらいと、事例研究

で典型的な倒産予知指標の動きを学ぶこ

とができる。

都井清史著
2011.５刊　四六判・212ページ　本体1,400円＋税

ISBN978-4-322-11884-1　C2033　　A

与信管理の達人 取引先のさまざまな立場の人たちとの会

話や、現地訪問を重ねて与信先の実態を

把握する動態観察のノウハウをわかりや

すく解説。決算分析による静態観察につ

いても触れ、倒産予知の典型的な６パ

ターンを解説。

大塚和成・川村一博監修／鷲野健次著
2011.４刊　Ａ５判・228ページ　本体2,000円＋税

ISBN978-4-322-11877-3　C2033　　A

キャッシュフロー・
ファイナンス

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。

入道正久著
2011.３刊　Ａ５判・上製・344ページ　本体3,000円＋税

ISBN978-4-322-11726-4　C2033　　A
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貸出業務の王道 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

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。

吉田重雄著
2011.３刊　四六判・上製・304ページ　本体2,400円＋税

ISBN978-4-322-11757-8　C2033　　A

わかりやすい融資業務
〈第3版〉

融資の基本から取上げ、審査、担保・保

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

解説。担当者としての心構え、コンプラ

イアンス、不良融資への対応など筆者の

経験とノウハウが結集。

松嶋　泰監修／加藤浩康著
2011.１刊　Ａ５判・336ページ　本体3,100円＋税

ISBN978-4-322-11738-7　C2033　　A

〈新訂貸出管理回収手続双書〉
仮差押え
仮処分・仮登記を命ずる処分

仮差押えの手続、仮差押えを受けた場

合、仮差押えを争う方法、処分禁止の仮

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。

河合伸一編集代表
2011.１刊　Ａ５判・上製・840ページ　本体7,619円＋税

ISBN978-4-322-11636-6　C2332　　A

〈新訂貸出管理回収手続双書〉
貸出管理

各種取引別の貸出管理、個人貸出先の変

動、法人貸出先の変動、貸出債権の変

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。

伊藤　眞・中務嗣治郎・深山卓也・中原利明・
三上　徹・能城弘昭編集代表
2010.12刊　Ａ５判・上製・840ページ　本体7,619円＋税

ISBN978-4-322-11634-2　C2332　　A

〈新訂貸出管理回収手続双書〉
債権・動産担保

自行預金担保、有価証券担保、各種債権

担保、動産担保、特殊担保、セキュリ

ティトラスト、手形・株式等の担保、振

込指定・代理受領その他、設定から実行

までの実務を詳説。豊富な書式例で実務

をサポート。

伊藤　眞・中務嗣治郎・深山卓也・中原利明・
三上　徹・能城弘昭編集代表
2010.12刊　Ａ５判・上製・924ページ　本体7,619円＋税

ISBN978-4-322-11633-5　C2332　　A

〈新訂貸出管理回収手続双書〉
不動産担保（上）

抵当権設定時の調査事項、根抵当権の設

定、普通抵当権の設定、抵当権の設定の

登記、付随契約、抵当権設定をめぐるト

ラブル、特殊担保など、抵当権・根抵当

権の設定をめぐる実務とトラブル対策を

詳解。豊富な書式例で実務をサポート。

伊藤　眞・中務嗣治郎・深山卓也・中原利明・
三上　徹・能城弘昭編集代表
2010.11刊　Ａ５判・上製・692ページ　本体7,619円＋税

ISBN978-4-322-11631-1　C2332　　A



35

ファイナンス

〈新訂貸出管理回収手続双書〉
不動産担保（下）

担保物件の変動・変更、当事者の返答・

変更、抵当権（共通）の変更、根抵当権

（確定前）の変更、普通抵当権の変更、

根抵当権の確定、抵当権の消滅、抵当権

の実行など、抵当権・根抵当権の管理、

実行にかかわる実務と留意点を網羅。

伊藤　眞・中務嗣治郎・深山卓也・中原利明・
三上　徹・能城弘昭編集代表
2010.11刊　Ａ５判・上製・732ページ　本体7,619円＋税

ISBN978-4-322-11632-8　C2332　　A

事例に学ぶ
債権保全の勘所
―キャッシュフローを通じた債権管理―

取引先の実態を把握しつつ、キャッシュ

フローを確認するうえで外せない勘所を

明快に解説。「D I P ファイナンス」

「DDS」「コベナンツ」「ABL」「経営改

善計画策定と事後管理」「弁済ルール変

更」等を取り上げている。

穂刈俊彦著
2010.11刊　Ａ５判・216ページ　本体2,200円＋税

ISBN978-4-322-11727-1　C2033　　A

最新金融取引と
電子記録債権の法務

第Ⅰ編「最新金融取引法務36講」で

は、最新テーマを集約・網羅。第Ⅱ編

「電子記録債権法概要」では、手形法と

の比較も交えつつ最近の文献研究をふま

えて解説。近年のコンプライアンス・消

費者保護の潮流に完全対応した。

武井康年・大迫唯志・後藤紀一編著
2010.10刊　Ａ５判・308ページ　本体3,000円＋税

ISBN978-4-322-11713-4　C2032　　A

電子記録債権の活用 電子記録債権による電子手形決済サービ

ス、ローンセカンダリーサービスについ

て、先駆者として取り組む三菱東京

UFJ 銀行・日本電子債権機構がその概

要・実務対応を詳らかにする本邦初の書。三菱東京UFJ銀行・日本電子債権機構編
2010.４刊　Ａ５判・152ページ　本体2,000円＋税

ISBN978-4-322-11503-1　C2033　　A

取引先実態把握のための
経営分析の手引き

財務分析の基本から、必要な情報の集め

方、企業の付加価値を生み出す源泉の見

極め方、経営分析報告書の作成方法ま

で、コンサルティング機能を発揮するた

めに必要な企業の実態把握手法を余すと

ころなく開陳。

企業経営分析研究会編
2010.３刊　Ａ５判・220ページ　本体2,200円＋税

ISBN978-4-322-11572-7　C2033　　A

事例に学ぶ
法人営業の勘所
―ソリューション営業の極意―

法人にソリューション営業を行うための

極意とは？　法人営業で高い実績を残し

た著者がケーススタディ方式で解説。「営

業推進」「コンサルティング営業」「債権

管理」の事例を豊富に収録、入門編で

「NGワード・NGアクション集」も掲載。

澁谷耕一・滝川秀則著
2010.２刊　Ａ５判・208ページ　本体2,200円＋税

ISBN978-4-322-11554-3　C2033　　A
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ご隠居と熊さんの
年金資産運用の極意
―ナニワの名跡「こうやっ亭ぶんさん」師匠の年金運用寄席高座

4 4

―

突然、企業年金基金の運用執行理事を拝

命することになった「熊さん」が、「ご

隠居」の指導により、企業年金資産運用

について学んでいく様子を、上方落語風

にコミカルに描いた年金資産運用の入門

書。

増井克行著
2010.１刊　Ａ５判・188ページ　本体1,905円＋税

ISBN978-4-322-11543-7　C2033　　A

THE
資産管理実務用語700

「アセットマネジメント用語500」の改

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

に、最近の金融経済事情を反映した内容

に改めた。

清水和夫著
2010.１刊　Ａ５判・212ページ　本体2,000円＋税

ISBN978-4-322-11556-7　C2033　　A

金融機関のための
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―

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。

株式会社アットストリーム著
2009.11刊　Ａ５判・200ページ　本体2,000円＋税

ISBN978-4-322-11525-3　C2033　　A

詳説 中小企業経営承継円滑
化法と新・事業承継税制

2008年５月に公布された「中小企業にお

ける経営の承継の円滑化に関する法律

（中小企業経営承継円滑化法）および同法

をベースに平成21年度税制改正で創設

された“新・事業承継税制”について、

中小企業庁の立案担当官らが詳細に解説。

神㟢忠彦・柏原智行・笠間太介・山口徹朗著
2009.11刊　Ａ５判・上製・280ページ　本体2,600円＋税

ISBN978-4-322-11527-7　C2033　　A

事例に学ぶ
倒産予知の勘所
―与信管理の強化と粉飾決算の発見―

企業をとりまく倒産状況を概観し、企業

実態把握の着眼点を提示、事例から業態

悪化兆候の見極め方を解説。粉飾決算の

発見方法も取上げ、さらに、財務諸表か

ら粉飾決算・融通手形を識別するため

チェックリストを掲載。

岩渕真一著
2009.10刊　Ａ５判・204ページ　本体2,200円＋税

ISBN978-4-322-11514-7　C2033　　A

THE
資産管理専門銀行

〈第3版〉

投資信託、年金、外国証券投資など資産

運用に不可欠な資産管理業務について、

仕組み、手続の流れ、留意点など実務上

のノウハウを惜しみなく詳述。株券電子

化に伴う証券振替決済制度、新信託関係

法令における受託者責任についても解説。

日本トラスティ・サービス信託銀行編著
2009.８刊　Ａ５判・632ページ　本体5,524円＋税

ISBN978-4-322-11517-8　C2033　　A
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図解で学ぶ
SEのための企業年金入門

50近くの企業年金システムの開発・保

守に携わってきたITサービス企業のSE

が、この経験の中で蓄積した「企業年金

の業務知識」をまとめたもの。図や表を

駆使し完結かつ平易な内容で、企業年金

制度の全体像をつかめる解説書。

株式会社シーエーシー　金融ビジネスユニット著
2009.７刊　Ａ５判・212ページ　本体2,200円＋税

ISBN978-4-322-11500-0　C2033　　A

事例に学ぶ
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―

金融機関で重要な経営課題とされている

「貸出担当者の育成」。貸出業務の本質を

確認したうえで、貸出担当者育成の方

針・具体策を詳説。現場感覚十分の事例

が満載。OJTでも活用できる。吉田重雄著
2009.６刊　Ａ５判・280ページ　本体2,600円＋税

ISBN978-4-322-11497-3　C2033　　A

事例に学ぶ
決算分析の勘所
―融資担当者のための決算書読解・資金分析術―

企業融資を行うための大前提は「決算書

を読み解けるか」。決算書の概要・各種

財務諸表の連関性はもちろん、財務分

析・資金分析から税務分析・粉飾の発見

まで、企業実態を読み解くノウハウにつ

いて事例を織り交ぜながら解説。

井口秀昭著
2009.５刊　Ａ５判・196ページ　本体2,000円＋税

ISBN978-4-322-11429-4　C2033　　A

〈EXCELで学ぶファイナンス②〉
証券投資分析

〈第3版〉

証券投資の基礎理論から、株式、債券、

先物･オプション、ポートフォリオ･マ

ネジメントまで、実務に活用される範囲

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。

藤林　宏・袖山則宏・矢野　学・角谷大輔著
2009.４刊　Ａ５判・292ページ　本体2,800円＋税

ISBN978-4-322-11394-5　C2033　　A

ケーススタディ
M&A会計・税務戦略

経験豊富な実務家集団が、中小企業

M&Aに際して求められる会計・財務ア

ドバイスを、ケーススタディとQ&Aで

わかりやすく解説！　公認会計士、税理

士、金融機関の法人担当者、中小企業

M&Aに携わるすべての者、必読の書！

小谷野公認会計士事務所編著
2009.３刊　Ａ５判・388ページ　本体3,400円＋税

ISBN978-4-322-11386-0　C2033　　A

計量アクティブ運用のすべて
―その理論と実際―

世界最大級の資産運用会社がどのような

哲学および原理のもとに運用を行なって

きたかを開陳するアクティブ運用のスタ

ンダード本。運用部門のシニア・プロ

フェッショナル向け。バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社著
2009.１刊　Ａ５判・上製・284ページ　本体3,200円＋税

ISBN978-4-322-11374-7　C2033　　A
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事例に学ぶ
貸出先実態把握の勘所
―「取引先概要表」の作成と財務・実体面の動態把握―

貸出先企業の実態を把握する際の基本姿

勢や確認事項、企業調査の本質、取引先

概要表の内容と作成方法、実体面の把握

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。

吉田重雄著
2008.８刊　Ａ５判・256ページ　本体2,200円＋税

ISBN978-4-322-11321-1　C2033　　A

M&Aファイナンス
〈第2版〉

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関わ

る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。

笹山幸嗣・村岡加奈子著
2008.７刊　Ａ５判・上製・388ページ　本体3,800円＋税

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

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。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　Ａ５判・上製・668ページ　本体7,000円＋税

ISBN978-4-322-11198-9　C2033　　A

地域金融機関のための
中小企業M&A入門

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。

日本M&Aセンター編
2008.７刊　Ａ５判・180ページ　本体2,000円＋税

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―

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 CD-ROM 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。

村中健一郎著
2008.５刊　Ａ５判・136ページ　本体1,800円＋税

ISBN978-4-322-11199-6　C2033　　A

ファイナンスの理論と実務
―多様化する企業の資金調達と新しい融資業務―

企業の資金調達姿勢の変化、従来の銀行

融資の基本、信用リスクの考え方、今後

の銀行融資のあり方とその方法を体系的

に整理。「事業や将来性をみた融資」が

求められる理由とその方法を銀行融資の

本質、機能をふまえてわかりやすく解説。

松田千恵子著
2007.12刊　Ａ５判・上製・352ページ　本体3,600円＋税

ISBN978-4-322-11124-8　C2033　　A
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プロジェクトファイナンスの実務
―プロジェクトの資金調達とリスク・コントロール―

プロジェクトの個々のリスクを分析しつ

つ、そのコントロール策を提示し、多数

かつ多様なプロジェクト関係者の利害を

いかに調整し資金調達を実現するかにつ

いて、具体的事例を交えながら実務面か

ら説明する。

加賀隆一編著
2007.11刊　Ａ５判・上製・352ページ　本体3,800円＋税

ISBN978-4-322-11136-1　C2033　　A

電子記録債権の
仕組みと実務

電子記録債権の法的性質、取引・決済の

仕組み、消費者保護、手形取引との相違

点など実務上の留意点をわかりやすく解

説。制度の趣旨、概要から活用法まで手

形、債権譲渡に代わる新しい取引への対

応に指針を提示。

小野　傑・森脇純夫・有吉尚哉編著
2007.７刊　Ａ５判・316ページ　本体2,800円＋税

ISBN978-4-322-11126-2　C2032　　A

決算書スーパー分析
〈第3版〉

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

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。

落合俊彦著
2006.９刊　Ａ５判・456ページ　本体3,200円＋税

ISBN978-4-322-10925-2　C2033　　A

クロス・ボーダー証券取引と
コーポレート・ファイナンス
―その実務と資本市場の黒子達―

下方修正条項付き CB やライブドア問

題、新会社法など、近年浮上した問題の

実情と今後の課題に鋭く言及した。金融

工学など関連諸分野についても簡潔に整

理したほか、弁護士の活用、弁護士との

協働についてのヒントも提示。

松本啓二著
2006.１刊　Ａ５判・上製・400ページ　本体4,000円＋税

ISBN978-4-322-10835-4　C2032　　A

〈新金融実務手引シリーズ〉
融資管理

融資実行後の債務者、担保・保証などの

変動にどう対応するか。会社法による機

関設計の柔軟化、組織再編の規制緩和、

担保・執行法制の改正などに対応し、貸

金保全に万全を期すための融資管理マ

ニュアル。

中務嗣治郎監修／片岡宏一郎・村田利喜弥・
吉岡伸一・吉田光碩・渡邊博己著

2005.12刊　Ａ５判・312ページ　本体3,000円＋税
ISBN978-4-322-10819-4　C2032　　A

〈新金融実務手引シリーズ〉
不動産担保処分

担保不動産から最大限回収するための実

務手引き。競売、収益執行、任意売却な

どのメリット、デメリットと実務の詳細

を示す。豊富な書式例を使い時系列で担

保処分のノウハウを懇切丁寧にわかりや

すく解説。

上野隆司・高山　満著
2005.12刊　Ａ５判・324ページ　本体3,000円＋税

ISBN978-4-322-10821-7　C2032　　A
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ファイナンス

コベナンツ・ファイナンス入門 個々の企業との透明性のある関係構築の

要請から、「担保・保証に過度に依存し

ない新たな金融慣行」として広がりつつ

あるコベナンツの種類別特徴、設定上の

留意点、違反への対応等を詳説する。コベナンツ研究会著
2005.10刊　Ａ５判・164ページ　本体1,800円＋税

ISBN978-4-322-10812-5　C2033　　A

〈コツさえわかればすぐ使える〉
決算書速読・速解術

〈第2版〉

中小企業の決算書によくある利益操作を

見抜き、企業の真の業績を見抜くための

コツをわかりやすく解説。融資担当者必

読の書。
都井清史著

2005.４刊　Ａ５判・168ページ　本体1,700円＋税
ISBN978-4-322-10762-3　C2033　　A

J-REIT投資のすべて 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

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。

森島義博・小林　亨著
2004.10刊　Ａ５判・上製・220ぺージ　本体2,500円＋税

ISBN978-4-322-10645-9　Ｃ2033　　A

新・債券運用と投資戦略
〈改訂版〉

債券投資のバイブル。債券市場の規模拡

大、決済・取引制度の改革、商品の多様

化、歴史的低金利、国債大量発行という

“債券新時代”における必携実務書。投

資分析の基礎からALM戦略、会計制度

まで網羅。

太田智之編著
2003.10刊　Ａ５判・上製・496ページ　本体5,000円＋税

ISBN978-4-322-10486-8　C2033　　A

運用難時代を切り拓く
オルタナティブ投資

超運用難時代における資産運用の切り

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。

大塚明生・神谷　智著
2002.７刊　Ａ５判・上製・220ページ　本体2,762円＋税

ISBN978-4-322-10292-5　C2033　　A

〈EXCELで学ぶファイナンス③〉
債券・金利・為替

好評の「EXCELで学ぶシリーズ」第３

弾。EXCEL による問題の解法を通じ

て、債券･金利デリバティブの基本理論

を把握し、将来のキャッシュ･フローの

現在価値を算出するために必要となる金

利モデルを理解する。

青沼君明・岩城秀樹著
2002.４刊　Ａ５判・148ページ　本体1,800円＋税

ISBN978-4-322-10238-3　C2033　　A
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ファイナンス／リスク管理

先物市場のテクニカル分析
スタディガイド

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。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　本体2,400円＋税

ISBN978-4-322-16961-4　C3033　　A

リスク管理

モンテカルロ法入門 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

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。

大野　薫・井川孝之著
2015.12刊　Ａ５判・152ページ　本体1,600円＋税

ISBN978-4-322-12829-1　C2033　　A

市場リスク・流動性リスクの
評価手法と態勢構築

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。

森本祐司監修／栗谷修輔・久田祥史著
2015.９刊　Ａ５判・276ページ　本体2,750円＋税

ISBN978-4-322-12695-2　C2033　　A

スワップ取引のすべて
〈第5版〉

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

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。

杉本浩一・福島良治・若林公子著
2016.５刊　Ａ５判・上製・452ページ　本体4,000円＋税

ISBN978-4-322-12843-7　C2033　　A

フィナンシャルエンジニアリング
〈第9版〉
―デリバティブ取引とリスク管理の総体系―

デリバティブズ体系書として絶大なる支

持を得ている理論・実務書の最新版。あ

らゆるデリバティブの基本的な仕組みと

そ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。

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
2016.６刊予定　Ａ５判・1,408ぺージ　本体1,2000円＋税

ISBN978-4-322-12176-6　Ｃ2033　　A
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リスク管理

保険ERM経営の
理論と実践

内外監督規制の強化、欧州ソルベンシー

Ⅱの導入等を背景に、大手保険会社では

ERM（全社的リスクマネジメント）の

体制整備が進んでいる。先進的な海外事

例の研究成果および日本の３メガ損保の

事例を交え、あるべき方向を探る。

（公財）損害保険事業総合研究所編／
ERM経営研究会著

2015.１刊　Ａ５判・248ページ　本体2,400円+税
ISBN978-4-322-12621-1　C2033　　A

カウンターパーティー
リスクマネジメント〈第２版〉
―金融危機で激変したデリバティブ取引環境への対応―

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。富安弘毅著
2014.９刊　Ａ５判・上製・444ページ　本体4,200円+税

ISBN978-4-322-12578-8　C2033　　A

入門 金融リスク資本と
統合リスク管理〈第2版〉

バーゼルⅢ、システミックリスク、ストレ

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

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。

菅野正泰著
2014.４刊　Ａ５判・316ページ　本体2,750円+税

ISBN978-4-322-12435-4　C2033　　A

〈KINZAIバリュー叢書〉
デリバティブと
はさみは使いよう

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。

岩橋健治著
2014.３刊　四六判・184ページ　本体1,600円+税

ISBN978-4-322-12434-7　C2033　　A

事例からみた
地域金融機関の信用リスク管理
―営業現場における健全な融資判断―

おもに信用金庫の破綻に関して、過去の

事例分析を行い、信用リスク管理の問題

点を整理。金融機関の破綻に立ち会った

経験をもつ著者ならではの説得力ある分

析。融資担当・審査担当の役職員、ガバ

ナンス担当の役職員必読の書。

石川清英著
2015.６刊　Ａ５判・上製・268ページ　本体3,700円＋税

ISBN978-4-322-12612-9　C2033　　B

“総点検”
スプレッドバンキング

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 ALM 運営を詳細に分

析。名著『スプレッドバンキング』を

19年ぶりに全面改訂！

大久保豊著
2015.５刊　Ａ５判・420ページ　本体3,800円＋税

ISBN978-4-322-12660-0　C2033　　A
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リスク管理

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―

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

交えて解説した待望の実務体系書。青沼君明著
2014.３刊　Ａ５判・上製・516ページ　本体4,700円+税

ISBN978-4-322-12400-2　C2033　　B

気候変動リスクとどう向き合うか
―企業・行政・市民の賢い適応―

適応を巡る国際的な動向、気候変動に関

するリスク管理・リスク分析を中心とし

た理論面のアプローチ、企業・行政・市

民の立場による実践面からの取組み等を

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。

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

2014.３刊　Ａ５判・280ページ　本体2,800円＋税
ISBN978-4-322-12424-8　C2033　　A

与信管理入門
―実務に活かせる50のポイント―

企業間取引において発生する売掛金のリ

スク管理を適正にマネジメントする術を

50のポイントで示す入門書。情報の収

集、分析、企業格付や与信限度枠の考え

方、緊急時の債権保全と回収の要諦な

ど、実務の流れに沿って平易に解説する。

一般社団法人与信管理協会編
2014.3刊　四六判・184ページ　本体1,700円+税

ISBN978-4-322-12445-3　C2032　　C

〈KINZAIバリュー叢書〉
ゼロからわかる
金融リスク管理

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。

森本祐司著
2014.２刊　四六判・228ページ　本体1,400円＋税

ISBN978-4-322-12385-2　C2033　　A

EXCELでわかるLIBORディス
カウントとOISディスカウント

有担保と無担保それぞれの金融商品のプ

ライシングに関する基本的な考え方か

ら、実務的なイールドカーブ構築手法ま

でを解説。市場部門やリスク管理部門の

担当者など、OISディスカウントに関す

る知識を得る必要がある方、必読の書。

中原玄太著
2014.１刊　Ａ５判・112ページ　本体1,800円＋税

ISBN978-4-322-12384-5　C2033　　A

金融と保険の融合
―究極のリスクマネジメント―

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

ついて、最新事例をまじえてわかりやす

く解説。

可児　滋著
2013.８刊　Ａ５判・324ページ　本体2,600円＋税

ISBN978-4-322-12356-2　C2033　　A
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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―

保険監督者国際機構が実施を採択した

ORSA（リスクとソルベンシーの自己評

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。

新日本有限責任監査法人編著
2013.６刊　Ａ５判・264ページ　本体2,600円＋税

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（IFRA ）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。

日本金融監査協会編著
2013.５刊　四六判・192ページ　本体1,600円＋税

ISBN978-4-322-12117-9　C2033　　A

機関投資家のための
プライベート・エクイティ

機関投資家の視点からプライベート・エ

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。

日本バイアウト研究所編
2013.２刊　Ａ５判・上製・464ページ　本体3,600円＋税

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―

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。

大野　薫著
2013.１刊　Ａ５判・上製・472ページ　本体7,200円＋税

ISBN978-4-322-12180-3　C2033　　A

金融リスク管理を
変えた10大事件

1980年代後半以降に起きた「ブラックマ

ンデー」「ヘッジファンドLTCM破綻」

「NY 同時多発テロと BCP 」「サブプラ

イムローン問題」「リーマンショック」

などの事象が今日の金融リスク管理にも

たらしたインパクトを考察。

藤井健司著
2013.７刊　四六判・268ページ　本体2,000円＋税

ISBN978-4-322-12346-3　C2033　　A

最強のリスク管理 「リスクを知り」「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

つ、本分野の第一人者であり、好評著書

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。

中島　茂著
2013.７刊　四六判・312ページ　本体1,400円＋税

ISBN978-4-322-12354-8　C2032　　C
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リスク管理

デリバティブキーワード333 デリバティブに関する基本用語や考え方

を簡潔にわかりやすく記載し、短時間で

も読みこなすことが可能。充実した索引

を付して利便性も追求。マーケット業務

に携わる初心者から専門家まで、全関係

者必携の書！

三井住友信託銀行マーケット事業編
2013.１刊　四六判・764ページ　本体4,600円＋税

ISBN978-4-322-12178-0　C2033　　A

CDSのすべて
―信用度評価の基準指標として―

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はヘッジ商品として国際金融マー

ケットの中心となっており、ますます重

要度が増してきている。本邦初の実務書。

矢島　剛著
2013.１刊　Ａ５判・上製・200ページ　本体2,095円＋税

ISBN978-4-322-12179-7　C2033　　B

EXCELで学ぶ
フォワード・ルッキングの基礎

金融実務でよく用いられる基礎理論につ

いて、実務上の例題、演習を解きなが

ら、適用方法、検証方法などを具体的に

解説。特典付録CD-ROMには、例題や

演習問題のExcelファイルを満載。青沼君明・市川伸子著
2012.10刊　Ａ５判・148ページ　本体2,000円＋税

ISBN978-4-322-12156-8　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―

欧州金融危機以降注目されている「ソブ

リンリスク」。本書は、「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、最新

ALM手法を用いた手法について詳解。

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　本体4,000円＋税

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―

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

示した本邦初、丸ごと一冊「ストレステ

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。

大山　剛編著
2012.６刊　Ａ５判・上製・380ページ　本体3,400円＋税

ISBN978-4-322-12119-3　C2033　　A

高度金融活用人材への
ファイナンスの理論と金融新技術

金融技術をいまあるものとして静態的に

捉えるのではなく、その発生・普及の過

程を理解することで応用分野を学ぶこと

ができる。金融工学の理論と技術を高度

数学を使わずに基礎から応用までマス

ターできる基本書。

加藤国雄著
2012.３刊　Ａ５判・352ページ　本体3,200円＋税

ISBN978-4-322-11989-3　C2033　　A
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〈KINZAIバリュー叢書〉
金融リスク管理の現場

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

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。

西口健二著
2011.11刊　四六判・236ページ　本体1,400円＋税

ISBN978-4-322-11948-0　C2033　　A

実践
オペレーショナル・リスク管理

「オペレーショナル・リスク管理」の定

義からその動向まで詳解。「オペレー

ショナル・リスク管理」を実践するため

に必要な管理体制整備、仕組整備、行内

研修などのフレームワークを解説。

大久保　豊監修／
瀧本和彦・稲葉大明著
2011.11刊　Ａ５判・上製・172ページ　本体2,000円＋税

ISBN978-4-322-11929-9　C2033　　A

ゼロからはじめる
信用リスク管理
―銀行融資のリスク評価と内部格付制度の基礎知識―

信用リスク管理業務の「全体」から「部

分」に向かって理解ができるように構成

された画期的入門書。信用リスク管理業

務について、あらためてその重要性を説

くとともに、最新の実務の動向や知見・

方法論について詳解。

大久保豊　監修・尾藤　剛著
2011.10刊　Ａ５判・368ページ　本体3,000円＋税

ISBN978-4-322-11913-8　C2033　　A

【全体最適】の保険ALM 保険ALMの全体像・定義・取り扱う範

囲・目指すべき姿・目的などをALMの歴

史にも触れて詳解。【全体最適】の手法に

ついて、戦略・リスクアペタイト・PDCA

サイクル・ガバナンス等の意思決定要素

もふまえて、様々な提言を試みる。

森本祐司編著
2011.７刊　Ａ５判・上製・240ページ　本体2,400円＋税

ISBN978-4-322-11882-7　C2033　　A

イノベーション・スピリッツ
―先物マーケットの10大イノベーション―

世界の先物マーケットはどのように変遷

してきたのか。江戸時代の商品相場から

遡り、その時代時代でイノベーションを

起こした人々のスピリッツとは何か。元

日銀マンが詳細な分析に基づいてまとめ

あげた渾身の一冊。

可児　滋著
2012.３刊　Ａ５判・348ページ　本体2,600円＋税

ISBN978-4-322-11980-0　C2033　　A

EXCELで学ぶ
金融数学の基礎

金融機関のリスク管理に不可欠な数学理

論を第一人者がわかりやすく解説。Excel

の操作をしながら例題に取り組み、独習

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。

青沼君明・村内佳子著
2012.１刊　Ａ５判・188ページ　本体2,000円＋税

ISBN978-4-322-11956-5　C2033　　A
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EXCELで学ぶ
確率統計の基礎

リスクや将来価値などを評価するため不

可欠である確率の基礎理論を学ぶことを

目的とした入門書。金融実務で求められ

るものにフォーカスし、社会人や学生が

独学でも取り組めるように、Excelで分

析可能な演習を満載！

青沼君明・村内佳子著
2011.５刊　Ａ５判・188ページ　本体2,200円＋税

ISBN978-4-322-11886-5　C2033　　A

金融リスクマネジメントバイブル 金融リスクマネジメントを包括的に論じ

た初の標準実務書！

東京リスクマネジャー懇談会のステアリ

ングコミッティメンバーを中心に、第一

線の実務家集団が総力を結集。各分野の

第一人者がわかりやすく解説！

東京リスクマネジャー懇談会編
2011.５刊　Ａ５判・上製・644ページ　本体4,600円＋税

ISBN978-4-322-11876-6　C2033　　A

投資インデックス・
ハンドブック〈増補版〉

待望の増補版。株式・債券はもとより、

不動産、コモディティ、といった分野に

至るまで、運用手段別に主要なベンチ

マークを網羅し、その計算方法、採用銘

柄、動きの特徴、どういった投資スタイ

ルに適するか、などの項目を解説する。

住友信託銀行　インデックス・クオンツ運用部編
2011.３刊　Ａ５判・284ページ　本体2,600円＋税

ISBN978-4-322-11756-1　C2033　　A

【新版】
行動ファイナンス

入門者から研究者・実務家までを想定

し、経済学・伝統的ファイナンス・心理

学との関係をはじめ、効率的市場仮説、

投資家心理、裁定取引の限界等に関する

最新理論を含めたすべてを網羅してい

る。第一人者の実務家による渾身の一冊。

角田康夫著
2011.１刊　Ａ５判・356ページ　本体3,700円＋税

ISBN978-4-322-11742-4　C2033　　A

Excel&VBAで学ぶ
信用リスクの基礎

信用リスクを数学的に正しく捉えるため

に必要な統計理論を、Excelを用いて解

説する。IFRSで求められる貸出債権や

保有金融商品について公正価値を精査す

るために必要な信用リスク評価の基礎

を、第一人者がわかりやすく解説。

青沼君明・村内佳子著
2010.10刊　Ａ５判・204ページ　本体2,200円＋税

ISBN978-4-322-11710-3　C2033　　A

【全体最適】の銀行ALM リスク量に対する逸脱防止の単なる管理

業務から、“全体収益の下支え”を担う

中核業務に昇華させる銀行 ALM を提

唱。全体最適の方法手順・フレームワー

クを多彩な執筆陣が提示するとともに、

モデル銀行による事例研究を紹介。

大久保　豊監修／
森本祐司・栗谷修輔・野口雅之・松本　崇著
2010.７刊　Ａ５判・上製・172ページ　本体2,000円＋税

ISBN978-4-322-11696-0　C2033　　A
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地域金融機関の
資金運用とリスク管理

本書は、現役の信用金庫の資金運用担当

役員の執筆による、地域金融機関の資金

運用に携わる担当者、経営者を対象とし

た、資金運用手法とリスク管理ならびに

資金運用に関する経営課題の全体を網羅

した体系書。

平野吉伸著
2010.３刊　Ａ５判・644ページ　本体6,300円＋税

ISBN978-4-322-11432-4　C2033　　A

クレジット・アナリシス１
信用リスク分析―総論

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。山内直樹・森田隆大著
2010.３刊　Ａ５判・236ページ　本体2,400円＋税

ISBN978-4-322-11547-5　C2033　　A

Excel&VBAで学ぶ
金融統計の基礎

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。

青沼君明・市川伸子著
2009.７刊　Ａ５判・156ページ　本体2,000円＋税

ISBN978-4-322-11498-0　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―

バーゼルⅡにおいて、自己資本比率規制

の対象となった、オペレーショナルリス

ク。飛躍的な発展をみせる、このリスク

管理手法について、規制と実務の両面か

ら最新トレンドおよび全容を紹介する。小林孝明・清水真一郎・西口健二・森永　聡編著
2009.４刊　Ａ５判・上製・316ページ　本体3,400円＋税

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

法令への対応はもちろん、「オペレー

ショナルリスク」についても実務上の論

点を追加。

東京リスクマネジャー懇談会編
2009.４刊　四六判・452ページ　本体2,800円＋税

ISBN978-4-322-11399-0　C2033　　A

リスク計量化入門
―VaRの理解と検証―

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

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。

FFR＋編著
2010.５刊　Ａ５判・204ページ　本体2,000円＋税

ISBN978-4-322-11427-0　C2033　　A
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グローバル金融危機後のリスク管理
―金融機関および監督当局がなすべき“備え”―

永年、金融当局に身を置いた著者が、グ

ローバル金融危機を教訓に、個別金融機

関でのリスク管理上の問題、および当局

による金融システムの制度設計やマクロ

プルーデンス政策上の課題について説く。大山　剛著
2009.３刊　Ａ５判・256ページ　本体2,800円＋税

ISBN978-4-322-11392-1　C2033　　A

Excel&VBAで学ぶ
VaR

金融機関では、金融工学を用いた解析、

統計理論を用いたデータ解析が不可欠。

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。Excelで分析可能な例題を多数

掲載。

青沼君明・村内佳子著
2009.２刊　Ａ５判・192ページ　本体2,000円＋税

ISBN978-4-322-11362-4　C2033　　A

コモディティ・
デリバティブのすべて

コモディティ・デリバティブのバイブ

ル、遂に刊行！　各コモディティの需給

構造、指標の見方から、具体的なリスク

ヘッジの方法まで、第一人者がわかりや

すく解説。コモディティ投資に関わるす

べての者、必読の書！

新村直弘監修／北方宏之・佐藤隆一・濱　宏章著
2009.２刊　Ａ５判・上製・364ページ　本体3,600円＋税

ISBN978-4-322-11375-4　C2033　　A

CDO
〈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―

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

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。

矢島　剛著
2008.11刊　Ａ５判・上製・280ページ　本体3,400円＋税

ISBN978-4-322-11342-6　C2033　　A

EXCELで学ぶ
バーゼルⅡと信用リスク評価方法

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。

青沼君明・市川伸子著
2008.６刊　Ａ５判・172ページ　本体2,400円＋税

ISBN978-4-322-11220-7　C2033　　A

デリバティブ取引の法務と
会計・リスク管理〈第2版〉

好評の実務書、７年ぶりの全面改訂。金

融商品取引法・バーゼルⅡへ完全対応！

法務・会計・リスク管理に関する最新情

報を網羅し実務上の論点を整理。デリバ

ティブ取引に関連するあらゆる事項をカ

バー。

福島良治著
2008.３刊　Ａ５判・376ページ　本体3,400円＋税

ISBN978-4-322-11204-7　C2033　　A
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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―

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

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。

佐藤　司著
2007.８刊　Ａ５判・上製・408ページ　本体4,200円＋税

ISBN978-4-322-11024-1　C2033　　A

現代ポートフォリオ理論講義 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

活用方法が身につきます。証券アナリス

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」。

根岸康夫著
2006.11刊　Ａ５判・312ページ　本体3,400円＋税

ISBN978-4-322-10981-8　C2033　　A

【実践】銀行ALM 完全自由化の環境下で経験する本格的な

金利上昇局面において要求される「戦略

ALM」に向け、ALM経営指標とALM

会議運営・要綱の実務設計書を提示。オ

ルタナティブ投資の要諦や旧日本郵政公

社の統合リスク計量モデルも紹介。

大久保　豊編著／
山野久雄・小山靖寛・栗谷修輔・岡村　進著
2006.２刊　Ａ５判・上製・236ページ　本体2,800円＋税

ISBN978-4-322-10836-1　C2033　　A

図説
金融工学とリスクマネジメント
―市場リスクを考える視点―

実務家の視点から実践的なリスクマネジ

メントをわかりやすく解説。トレードと

リスクマネジメント、双方の経験を有す

る著者が実務で使える理論だけを厳選。

初学者からリスクマネジャーまで実務家

必読の書。

吉藤　茂著
2005.12刊　Ａ５判・252ページ　本体3,000円＋税

ISBN978-4-322-10830-9　C2033　　A

〈体験デリバティブ〉
EXCELでわかる
ハル･ホワイト･モデル〈第2版〉

パソコンを操作しながら、デリバティブ

の基礎理論から実践まで、簡単かつ視覚

的に理解できる、好評入門書。改訂にあ

たり、モデルの拡張部分とパラメータ推

定の解説を追記。CD-ROM付。あおぞら銀行リスク統括部編著
2004.８刊　Ａ５判・220ページ　本体2,700円＋税

ISBN978-4-322-10622-0　C2033　　A

Excel＆VBAで学ぶ
ファイナンスの数理

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。

木島正明・青沼君明著
2003.５刊　Ａ５判・264ページ　本体2,700円＋税

ISBN978-4-322-10407-3　C2033　　A
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銀行員のための
統合リスク管理入門

銀行業務に携わる関係者とって重要テー

マである「リスク管理」について、数式

等の利用は極力避けながら、個別の代表

的リスク管理はもちろん「統合」リスク

管理まで、定義や考え方を整理してわか

りやすく解説。

統合リスク研究会著
2002.４刊　Ａ５判・168ページ　本体1,600円＋税

ISBN978-4-322-10279-6　C2033　　A

資産運用のパフォーマンス測定
―ポートフォリオのリターン・リスク分析―

Excel関数を多数紹介しながら、資産運

用リターン・リスク評価・分析方法を詳

解する実務入門書の決定版。資産運用報

告書の作成者やファンドマネジャー、ア

シスタントマネジャー、企画・営業職

員、一般投資家にとって必読の書。

砺波　元著
2000.８刊　Ａ５判・288ページ　本体3,000円＋税

ISBN978-4-322-10088-4　C2033　　A

〈体験デリバティブ〉
EXCELでわかる
市場・信用リスク管理

市場・信用リスクの計量・管理手法を

Excel 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。

有浦義明著
1998.10刊　Ａ５判・168ページ　本体3,200円＋税

ISBN978-4-322-16641-5　C2033　　A

〈EXCELで学ぶファイナンス①〉
金融数学・確率統計

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

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。

木島正明著
1995.12刊　Ａ５判・220ページ　本体2,233円＋税

ISBN978-4-322-22211-1　C2033　　A

先物市場のテクニカル分析 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。

ジョン・J・マーフィー著／
日本興業銀行国際資金部訳
1990.５刊　Ａ５判・上製・568ページ　本体4,563円＋税

ISBN978-4-322-21891-6　C3033　　A
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FPマニュアル
〈2016年度版〉

顧客との取引を進めるうえで、よくある

質問・相談事例約200を厳選して収録し

ています。FP技能検定１級実技試験の

参考教材としても最適です。
きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター編著

2016.９刊予定　Ａ５判・576ページ　本体3,276円+税
ISBN978-4-322-12925-0　C2033　　D

図説 金融ビジネスナビ2017
社会人の常識・マナー編

社会人生活の基本である「あいさつ」

「身だしなみ」「言葉使い」といったビジ

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希望する学

生、就職内定者に最適。

川端久美子・大島浩之著
2016.８刊予定　Ｂ５判・56ページ　予価800円+税

B

図説 金融ビジネスナビ2017
情報リテラシー向上編

専門的な情報や知識を期待される金融人

にとって必須である情報リテラシーにつ

いて、その向上のためのポイントをわか

りやすく解説。金融業界への就職を希望

する学生、就職内定者に最適。福島良治編著
2016.８刊予定　Ｂ５判・56ページ　予価800円+税

B

図説 金融ビジネスナビ2017
金融機関の仕事編

金融機関が果たす役割や、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

りやすく解説。金融業界への就職を希望

する学生、就職内定者に最適。長塚孝子著
2016.８刊予定　Ｂ５判・56ページ　予価800円+税

B

その他金融ビジネス

生命保険の法務と実務
〈第3版〉

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日に施行される改正

保険業法（情報提供義務・意向把握義務

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。

日本生命保険 生命保険研究会編著
2016.５刊　Ａ５判・上製・704ページ　本体7,000円＋税

ISBN978-4-322-12689-1　C2032　　A
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もうヤダこんな後輩！
先輩のための後輩トリセツ

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

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。

長塚孝子著
2016.２刊　四六判・280ページ　本体1,500円＋税

ISBN978-4-322-12573-3　C2033　　B

まだ早い！？ いまから始めよう
セカンドライフお悩み相談室

老後のライフスタイルは先が見えない。

そんな女性たちのための処方箋を、生命

保険会社の研究所が本気で考えた。セカ

ンドライフの真実をアンケートで明かし

ながら、くらし・医療・介護の３つの切

り口からアドバイス。

明治安田生活福祉研究所編著
2015.12刊　Ａ５判・212ページ　本体1,400円＋税

ISBN978-4-322-12857-4　C0095　　D

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

農林中央金庫で約20年にわたり現場から

の法務相談に携わった著者が、“預金相

続事務手続の勘所”と“お客さまの要望

に応えるための工夫”を余すところなく

開陳。難解な「戸籍謄本の見方」が図解

でわかる練習問題付き。

桜井達也著
2015.12刊　Ａ５判・292ページ　本体2,800円＋税

ISBN978-4-322-12839-0　C2032　　A

金融マーケティングの
考え方とやり方

なぜ高い費用をかけたマスマーケティン

グの効果が薄れているのか。金融機関と

顧客（生活者）との間に横たわる認識

ギャップを整理し、チャネル選択、集客

策、データ活用法など、リテール業務の

収益性を高めるための戦術を説く。

瀧下孝明著
2015.９刊　四六判・176ページ　本体1,600円＋税

ISBN978-4-322-12813-0　C2033　　A

人生の引継ぎを考える方に
アドバイスしたい70のこと〈第２版〉

定年退職するまでにいくら貯めれば安

心？　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

の心配ごとは広い範囲に及ぶ。金融機関

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。

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

2015.４刊　Ｂ５判・164ページ　本体1,600円+税
ISBN978-4-322-12679-2　C2033　　D

〈KINZAIバリュー叢書〉
決済から金融を考える

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

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。

木下信行著
2015.４刊　四六判・204ページ　本体1,600円+税

ISBN978-4-322-12674-7　C2033　　A
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地域金融機関の保険業務 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

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。

鈴木仁史・藤本和也著
2015.３刊　Ａ５判・160ページ　本体1,600円+税

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―

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。

NPO法人ら・し・さ著
2015.３刊　四六判・248ページ　本体1,650円+税

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〉

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、

新税制に伴い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月刊行。灰谷健司編著
2015.２刊　Ａ５判・240ページ　本体1,400円+税

ISBN978-4-322-12616-7　C2033　　D

実践 資産承継の勘所
―顧客の資産タイプ別アプローチ法―

相続対策にはまず、顧客に応じた真に対

処すべき課題を把握しよう！　企業オー

ナー・地主・金融資産家に対する相続対

策の考え方を詳述。新税制に伴い、マー

ケットの拡大が予想される相続案件相談

に向けて、そのアプローチ法を伝授。

金井義家編著
2015.１刊　Ａ５判・192ページ　本体1,800円+税

ISBN978-4-322-12411-8　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―

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。

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　本体8,000円+税

ISBN978-4-322-12622-8　C2033　　A

図説
生命保険ビジネス

好評シリーズ第３弾は、国民一人当り契

約金額世界一を誇る生命保険に照準。商

品・販売チャネルの多様化を進めてきた

生命保険会社が直面する課題と今後の役

割を解説する。生損保募集人研修、保険

業界志望者に最適のビジネスガイド。

株式会社トムソンネット編／望月琢彦・古賀輝行・
岩本堯・鈴木治・小島修矢・佐藤泰夫・森川勝彦著

2014.12刊　Ａ５判・244ページ　本体2,000円+税
ISBN978-4-322-12609-9　C2033　　A
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年金基金のための
プライベート・エクイティ

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。

日本バイアウト研究所編
2014.10刊　Ａ５判・上製・352ページ　本体3,300円+税

ISBN978-4-322-12603-7　C2033　　B

確定拠出年金
ベストアンサー100

年金制度や各種手続き、ライフプランニ

ングから資産運用、各国の年金制度、確

定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。

みずほ銀行年金営業部編
2014.10刊　Ａ５判・328ページ　本体1,600円+税

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〉

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。

事例を詳しく紹介することで理解が深ま

る。2015年１月からの新税制も事業承継

に関連する主要項目に絞って掲載。

江口　輝著
2014.９刊　Ａ５判・176ページ　本体1,800円+税

ISBN978-4-322-12615-0　C2033　　D

すぐに使える
そうぞく対策と生命保険活用術

〈改訂版〉

生命保険活用によるそうぞく（相続・争

族）対策の手引書。そうぞく対策の勘所

について、事例も紹介しながら整理・解

説。生命保険会社職員、金融機関職員、

ファイナンシャル・プランナーに最適。明治安田生命保険相互会社営業教育部編
2014.８刊　Ａ５判・160ページ　本体1,400円+税

ISBN978-4-322-12584-9　C2033　　D

2025年における
民間保険の役割り

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

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。

村上賢二著
2014.８刊　Ａ５判・192ページ　本体2,000円+税

ISBN978-4-322-12440-8　C2033　　D

「相談される金融マン」になるための
労働・社会保険＆助成金活用ガイドブック

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

も何を話してよいか分からない」という

金融マンの悩みを解決。

鈴木邦彦著
2014.６刊　Ａ５判・200ページ　本体1,800円+税

ISBN978-4-322-12432-3　C2033　　D
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知らないではすまされない
インターネット利用の心得ケーススタディ

実際に起きた問題をベースとした21の

ケーススタディで、インターネット法務

に精通した弁護士がわかりやすく解説。

インターネット上の思わぬトラブルから

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。

鳥飼重和監修／
香西駿一郎・神田芳明・深澤諭史執筆

2014.６刊　Ａ５判・168ページ　本体1,500円+税
ISBN978-4-322-12571-9　C2032　　F

定年楽園 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

ニア起業家として活躍する著者自らの経

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。

大江英樹著
2014.５刊　四六判・324ページ　本体1,400円+税

ISBN978-4-322-12572-6　C0095　　D

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

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

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。

小野兵太郎著
2014.５刊　Ａ５判・372ページ　本体3,400円+税

ISBN978-4-322-12436-1　C2033　　A

図解で学ぶ
SEのための銀行三大業務入門

〈第2版〉

預金・貸付・為替の三大業務を網羅的か

つシステム的に詳説した好評の入門書、

３年ぶり待望の改訂版。電子記録債権制

度、新日銀ネット、睡眠口座の取扱い等

を加筆。SEだけではなく、銀行業務を

体系的に学びたい方に最適の１冊。

室　勝著
2014.５刊　Ａ５判・484ページ　本体3,800円+税

ISBN978-4-322-12447-7　C2033　　A

Q&A
インターネットバンキング

インターネットバンキングの法務対策

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。

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　本体2,500円＋税
ISBN978-4-322-12419-4　C2032　　A

家族でつくる資産ノート 家族の資産に関するさまざまな情報を整

理整頓し、計画的に管理していくための

ノート。これから想定される家族のライ

フイベントに対してどう向き合っていく

かなど、本書に少しずつ記入していくこ

とで、家族オリジナルのノートが完成。

株式会社ノースアイランド著
2013.12刊　Ｂ５判・64ページ　本体1,000円＋税

ISBN978-4-322-12398-2　C2033　　B
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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

海外相続に関わる金融機関職員・弁護士・税

理士の方必携。海外相続を円滑に進めるた

めのポイントを、Q&A形式でわかりやすく

解説。日・米弁護士と信託銀行員が、培った

ノウハウを基にズバリ回答。国外財産調書

制度をはじめとする、最新の税制に対応。

三菱UFJ信託銀行　三輪壮一・並木宏仁著
2013.８刊　Ａ５判・200ページ　本体2,600円＋税

ISBN978-4-322-12318-0　C2033　　D

図説
損害保険代理店ビジネスの新潮流

自由化のさらなる進展や、重要性が高ま

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。

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　本体2,000円＋税

ISBN978-4-322-12196-4　C2033　　A

リテール金融のイノベーション
―貸金業における自律的市場の創設に向けて―

規制によって大幅に縮小した貸金業の市

場の再興を図るための方策を示した提言

書。学識者のほか、アナリストや弁護士

などが、副作用の多い規制によってでは

なく、市場に自律作用を働かせるための

インフラ整備が必要だと説く。

杉浦宣彦・大槻奈那・伊藤亜紀・浅見　淳著
2013.４刊　四六判・184ページ　本体2,000円＋税

ISBN978-4-322-12323-4　C2033　　G

ベーシック
金融実務用語集

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。
※同一の内容を通信講座テキストに使用しています。

両部美勝・井下祐忠監修
2013.４刊　Ａ５判・232ページ　本体1,600円＋税

ISBN978-4-322-12200-8　C2033　　F

女子にあまったお金はない
―なっちゃん、涙の配属日記―

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

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。

青山直子著
2013.２刊　Ｂ６判変形・276ページ　本体1,300円＋税

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―

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、即役に立つ各種書式や記載例を豊

富に収録。

髙岡信男・彦坂浩一・古笛恵子著
2012.11刊　Ａ５判・276ページ　本体1,600円＋税

ISBN978-4-322-12145-2　C2032　　B
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〈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―

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方々が、理

解し関心を高められる情報・知識が満載。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　本体1,400円＋税

ISBN978-4-322-12151-3　C2033　　A

事例に学ぶ
苦情・クレーム対応の勘所
―初動対応のポイントと金融ADR―

日常業務において想定される苦情・ク

レーム対応について、営業店の現場感覚

を再現しつつ、苦情・クレーム対応にお

いて経験豊富な金融機関職員が解説。表

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。

香月裕爾監修／炭本典生著
2012.６刊　Ａ５判・340ページ　本体2,400円＋税

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―

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

外利用時の清算の仕組み、チャージバッ

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。

山本正行編著
2012.５刊　Ａ５判・172ページ　本体2,000円＋税

ISBN978-4-322-12122-3　C2033　　G

金融機関のシステム監査の実務
―実効性ある監査のために―

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 PDCA 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。

新日本有限責任監査法人編著
2012.４刊　Ａ５判・上製・268ページ　本体3,200円＋税

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

遺言書作成のツボを伝授！　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）。

灰谷健司監修／飯村　衛・中田朋子著
2012.３刊　Ａ５判・240ページ　本体1,400円＋税

ISBN978-4-322-11988-6　C2032　　D

証券化
―新たな使命とリスクの検証―

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。

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　本体4,600円＋税

ISBN978-4-322-11953-4　C2033　　A
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リテールバンキング今昔物語 都銀、カード会社でリテールバンキング

に携わってきた伝説のプランナーが、ラ

イバル行同士の駆け引きや密約といった

知られざる逸話とともに、ローン、クレ

ジットカードの30年史をたどる。企業小

説としても読める異色の書。

海宝　明著
2012.１刊　四六判・316ページ　本体1,800円＋税

ISBN978-4-322-11976-3　C2033　　G

家族も安心
「自分」の引継ぎノート

自分のエンディングを考え始めた方が、

自身に関する情報をまとめるためのノー

ト。５つの章（「自分について」「資産」

「医療・介護」「後見・相続」「葬儀・供

養」）に記入していくことで、オリジナ

ルの終活ノートを作成できる。

NPO法人ら・し・さ著
2011.11刊　Ｂ５判・64ページ　本体1,000円＋税

ISBN978-4-322-11949-7　C2033　　B

そこが知りたい
企業年金の税制

「拠出時」「運用時」「給付時」の各ス

テージ別に課税の仕組みや制度を具体的

ケースを用いて詳解。企業年金が税制優

遇の仕組みとして誕生し発展してきた経

緯を税制の内容と併せてわかりやすく解

説。

りそな企業年金研究所編
2011.10刊　Ａ５判・120ページ　本体1,000円＋税

ISBN978-4-322-11927-5　C2033　　A

銀行実務詳説
証券

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！　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。みずほコーポレート銀行証券部編
2011.９刊　Ａ５判・上製・744ページ　本体7,000円＋税

ISBN978-4-322-11908-4　C2033　　A

株式上場の実務
〈第4版〉

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。

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　本体2,400円＋税
ISBN978-4-322-11916-9　C2033　　A

〈KINZAIバリュー叢書〉
金融機関の
コーチング「メモ」

金融機関でコーチングを実際に行なって

きた著者が、行内誌で連載した40テー

マを再構築。傾聴・質問・承認のスキル

などコーチングで必要とされるスキルを

金融機関の職員のタイプに分け、実務に

あわせてわかりやすく解説。

河西浩志著
2011.４刊　四六判・228ページ　本体1,800円＋税

ISBN978-4-322-11751-6　C2033　　A



60

その他金融ビジネス

内部監査高度化のすべて
―Value	added	audit―

経営に貢献する内部監査とは。重要な論

点を集中的に解説。不正防止や不正対応

の監査プログラム、利益相反管理と

PDCA、内部監査の品質評価をはじめと

する内部監査高度化の方策を第一線の実

務家が解説する。

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

2010.12刊　Ａ５判・272ページ　本体2,600円＋税
ISBN978-4-322-11722-6　C2033　　A

不動産証券化の危機対応
―リーマンショックを乗り越えて―

不動産管理処分信託における関係当事者

の破綻という非常事態に際しての対応策

を、受託者として体験した事例も参考に

しながら、豊富な契約条文例と事例研究

にもとづいて法務面、実務面から詳説。

片岡総合法律事務所監修／
三菱UFJ信託銀行不動産信託研究会著

2010.11刊　Ａ５判・248ページ　本体2,500円＋税
ISBN978-4-322-11721-9　C2032　　A

ODD
―リスクアプローチによるファンド鑑定―

ODD（オペレーショナル・デュー・

ディリジェンス）とは、機関投資家によ

る資金運用委託先の選定、あるいは選定

に際し、運用会社の業務執行体制精査の

ことである。本書は、その意義、監査項

目、質問内容を詳しく解説した手順書。

山本　明著
2010.９刊　Ａ５判・176ページ　本体2,000円＋税

ISBN978-4-322-11712-7　C2033　　A

SEのための 金融入門
〈第2版〉

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

エンジニアに必要な金融全般のしくみに

ついて体系的にまとめた入門書。SEだ

けでなく、金融について学びたい人に

とっても最適の書。

小泉保彦著
2010.７刊　Ａ５判・312ページ　本体2,200円＋税

ISBN978-4-322-11694-6　C2033　　A

損害保険の法務と実務 各種業務を担っている損害保険の業務に

まつわる各種法令や法務問題を実務の視

点からわかりやすく解説。2016年７月に

改正保険業法をふまえた［第２版］を刊

行予定。東京海上日動火災保険株式会社編著
2010.７刊　Ａ５判・上製・692ページ　本体6,857円＋税

ISBN978-4-322-11684-7　C2032　　A

クレジットカウンセリングの新潮流
―多重債務問題と生活再生への処方箋―

自らの力で解決できない個人に対し、訓

練と資質を備えた人が、望ましい人間関

係のもと、面接により問題の原因究明・

解決と家計等の進化・成長を促す過程

を、宮城県栗駒市長ら９名の多彩な執筆

陣が豊富な事例を紹介。

金融財政事情研究会編／大森泰人・伊東眞一・永尾廣久・有田宏美・
横沢善夫・行岡みち子・勝又長生・佐藤良道・佐藤　勇著
2010.６刊　Ａ５判・上製・348ページ　本体3,600円＋税

ISBN978-4-322-11571-0　C2033　　A
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現役銀行マンが語る
事業承継の勘所
―頭を悩ますオーナーの相談に応える―

中小企業庁事業承継協議会委員の著者

が、900件にのぼる事業承継の相談に

のった経験等に基づき、円滑に事業承継

を行うための秘訣を伝授。事業承継の問

題に頭を悩ます中小企業オーナーや金融

機関職員に読んでほしい必携入門書。

平田統久著
2010.６刊　Ａ５判・344ページ　本体2,400円＋税

ISBN978-4-322-11700-4　C2033　　D

〈新金融実務手引シリーズ〉
資産・債権の流動化・証券化

〈第2版〉

リスク削減、資金調達・提供手段の多様

化など、金融機関・企業双方のニーズと

関心が高まる流動化・証券化。リーガル

リスクや実務対応上の留意点を最近の法

改正・立法を踏まえて詳説。新 BIS 規

制との関係にも言及する。

西村あさひ法律事務所編
2010.６刊　Ａ５判・392ページ　本体3,600円＋税

ISBN978-4-322-11625-0　C2032　　A

図説 損害保険ビジネス
〈補訂版〉

自由競争時代を迎え、保険料収入が伸び

悩む一方で、保険金支払増加に直面する

損害保険会社・代理店は、いかに活路を

見いだし生き残っていくのか。日米韓の

先進事例を交え、実務経験者が損害保険

業界の最新事情の読み方を図説する。

株式会社トムソンネット編／
鈴木　治・岩本　堯著

2010.４刊　Ａ５判・252ページ　本体2,000円＋税
ISBN978-4-322-11624-30　C2033　　A

TMKの理論と実務
―特定目的会社による資産の流動化―

資産流動化法に基づいて行われる資産流

動化担い手となる特定目的会社（TMK）

に係る実務を網羅。根拠となる条文も読

替えをしたうえで掲載。実務のカギを握

る「資産流動化計画」のひな型および解

説も所収。

渥美総合法律事務所・外国法共同事業 渥美博夫・
衞本豊樹監修／高木秀文編著
2009.７刊　Ａ５判・上製・688ページ　本体7,600円＋税

ISBN978-4-322-11430-0　C2033　　A

金融窓口・渉外べからず集
〈改訂版〉

最新の法令等に対応した改訂版。金融機

関の窓口・渉外担当者が「つい、いって

しまう（あるいは無意識にいっている）」

「つい、してしまう（あるいは無意識に

している）」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。

細田恵子著
2009.３刊　Ａ５判・176ページ　本体1,800円＋税

ISBN978-4-322-11405-8　C2033　　A

高齢者との金融取引 Q&A 金融機関の窓口における高齢者との取引

特有の問題に、正面から答える。単に金

融機関側の権利確保に走るのではなく、

顧客の利便性とのバランスを考えた実際

的な実務対応を提示・解説。典型的な問

題点を網羅。

関沢正彦監修／両部美勝編著
2008.11刊　Ａ５判・208ページ　本体2,200円＋税

ISBN978-4-322-11367-9　C2033　　A
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保険設計ベスト事例集 主な保険商品の仕組みや特徴、加入時の

注意点をわかりやすく解説。入社から定

年退職までの各ライフステージにおける

代表的な保険の新規加入事例を紹介。

「現在加入中の保険を見直す必要がある

のか」という疑問に答える一冊！

井上信一著
2008.５刊　Ａ５判・152ページ　本体1,400円＋税

ISBN978-4-322-11282-5　C2033　　D

窓口コンサルティングの基本と実践
―金融資産運用相談のすべて―

金商法時代の金融資産運用相談・コンサ

ルティングセールスについて解説。基本

編で必要な考え方、知識、情報、プロセ

スについて事例を交えながら詳解。実践

編で団塊の世代向け老後資金プランニン

グを取り上げて実践方法を解説。

田中洋子著
2008.２刊　Ａ５判・228ページ　本体2,200円＋税

ISBN978-4-322-11189-7　C2033　　A

よくわかる
金融実務のPDCA

自ら考え、自ら点検し、自ら改善するた

めの業務品質改善フレームワークである

PDCA について、金融機関向けに解説

した本邦初の書。PDCA の意義から効

用、具体的運用までを73のQ&Aでやさ

しく解説。

中村裕昭著
2007.11刊　Ａ５判・244ページ　本体2,400円＋税

ISBN978-4-322-11163-7　C2033　　A

私募債の実務
〈改訂版〉

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

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！

みずほ銀行証券・信託業務部編著
2007.９刊　Ａ５判・224ページ　本体2,200円＋税

ISBN978-4-322-11142-2　C2033　　A

実践版FP成功の法則
―FP業務の王道を極めたい金融人へ―

ベテランFPが、受検対策、学習方法、

部店長・研修担当者の留意点等、豊富な

経験から得た ｢成功の法則」を伝授。カ

ウンセリングやコーチング等、心理学的

要素からも言及したほか、15のケースス

タディで実務レッスンも万全！

佐藤良道著
2006.11刊　Ａ５判・244ページ　本体2,400円＋税

ISBN978-4-322-10984-9　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―

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。先端内部監査研究会著
2005.９刊　Ａ５判・308ページ　本体3,100円＋税

ISBN978-4-322-10759-3　C2033　　A
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その他金融ビジネス／金融機関経営・戦略

わかりやすい
金融窓口サービス

金融機関の顔である窓口サービス業務の

すべてをわかりやすく解説。応対やセー

ルスの基本はもとより商品別セールスに

必要とされる法律知識、トラブル対応策

まで第一線の窓口担当者に求められる知

識をまとめた待望の書。

松嶋　泰監修／加藤浩康著
2003.３刊　Ａ５判・196ページ　本体2,000円＋税

ISBN978-4-322-10394-6　C2033　　A

年金キーワード120 金融機関役職員必須の年金関連重要用語

を時代に合わせて120語厳選して収録。

３段階のステップアップ方式と難易度表

示により読者のレベルに応じた活用が可

能。用語索引、関連用語の表記や用語の

分類により読者の有機的な活用を促す。

住友信託銀行年金信託部編
2001.５刊　四六判・250ページ　本体2,200円＋税

ISBN978-4-322-10197-3　C2033　　A

金融機関経営・戦略

銀行のグループ経営
―そのビジネスと法規制のすべて―

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。

野﨑浩成・江平　享編著
2016.５刊　Ａ５判・上製・604ページ　本体5,000円＋税

ISBN978-4-322-12865-9　C2033　　A

銀行経理の実務
〈第９版〉

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

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。

銀行経理問題研究会編
2016.５刊　Ａ５判・上製・1,016ページ　本体7,400円＋税

ISBN978-4-322-12851-2　C2033　　A

ミドルの本懐
―次長・課長の未来―

『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。

一般社団法人金融財政事情研究会編
2016.４刊　四六判・220ページ　本体1,850円＋税

ISBN978-4-322-12875-8　C2033　　A
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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―

バンカーよ、金融庁の声を待たずに自ら

動け！　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

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。

大庫直樹著
2016.３刊　四六判・上製・364ページ　本体2,800円＋税

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―

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。

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　本体5,000円＋税

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

「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

上司なら大丈夫！？」。５つのとまどい

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。

前田典子著
2015.12刊　Ａ５判・144ページ　本体1,600円＋税

ISBN978-4-322-12840-6　C2033　　A

銀行経営の
パラダイムシフトと新成長戦略

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

ングの強化、ロイヤルティ戦略、チャネ

ル改革の方向性について詳細に説く。富樫直記著
2015.10刊　四六判・上製・248ページ　本体2,300円＋税

ISBN978-4-322-12826-0　C2033　　A

〈KINZAIバリュー叢書〉
「重職心得箇条」に学ぶ
銀行支店長の心得

勝海舟、坂本龍馬、吉田松陰ら幕末志士

に思想的影響を与え、西郷隆盛が尊崇し

た大儒学者・佐藤一斎。一斎の「重職心

得箇条」をもとにして、信頼される支店

長になるために今やるべきことは何かを

考える。支店長研修に最適の一冊！

吉田重雄著
2015.８刊　四六判・240ページ　本体1,600円＋税

ISBN978-4-322-12694-5　C2033　　A

残業ゼロで目標200％達成
―常識を覆すマネジメント―

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

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。

鈴木富久著
2015.４刊　四六判・164ページ　本体1,600円＋税

ISBN978-4-322-12666-2　C2033　　B
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金融機関経営・戦略

地域金融機関の
将来経営計画

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。

五藤靖人著
2015.４刊　Ａ５判・上製・240ページ　本体2,700円+税

ISBN978-4-322-12656-3　C2033　　B

官製金融改革と地銀再編
―地方創生のためのスーパーリージョナルバンク―

郵政グループ３社同時上場、地銀の統

合、地方創生など、地域金融大変動の予

兆はらむ今、メガバンク出身、ゆうちょ

銀行の元役員にして、現京都大学教授が

問う【私論―官製金融の縮小・分割と地

銀の統合による民間金融の強化】。

宇野　輝著
2015.３刊　Ａ５判・上製・216ページ　本体2,200円+税

ISBN978-4-322-12623-5　C2033　　A

できる支店長になるための
７つの方法
―農協の支店長が果たすべき役割―

いま、地域の営農を支え、信じ合える関

係を取り戻すために、農協の支店長がし

なければいけないことは何か。農協の支

店長が、強い農協を取り戻すために必要

な戦略とマネジメントを明快に示す１冊。有限責任監査法人トーマツJA支援室著
2015.３刊　四六判・208ページ　本体1,800円+税

ISBN978-4-322-12655-6　C2033　　B

地銀の未来
―明日への責任―

『地銀連携』『地銀の選択』に続く第３

弾！地域金融機関の環境予測を行う上で

前提となる「個人取引」「法人取引」「地

方公共団体取引」の行方と留意点、地域

金融機関が「変わる」重要性を徹底詳

述。地域金融機関役職員必読の１冊。

伊東眞幸著
2015.３刊　四六判・上製・164ページ　本体1,600円+税

ISBN978-4-322-12657-0　C2033　　A

信用金庫論
―制度論としての整理―

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

ら金融審議会での議論に至るまで総括。

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。

村本　孜著
2015.２刊　Ａ５判・上製・376ページ　本体3,800円+税

ISBN978-4-322-12608-2　C2033　　A

野村證券
グローバルハウスの火種

日本の証券会社が国際業務に本格展開し

始めたころ、ロンドンの「シティ」に旋

風を巻き起こした男がいた。野村を世界

のノムラに押し上げた野村證券元副社長

による冒険記。彼が起こした国際展開の

炎は、火種となって受け継がれていく。

外村　仁著
2015.１刊　四六判・200ページ　本体1,680円+税

ISBN978-4-322-12586-3　C2033　　B
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金融機関経営・戦略

〈KINZAIバリュー叢書〉
ザ・地銀
―構造不況に打ち克つ長期ビジョン経営―

地銀は、営業基盤である地域経済が人口

減少、高齢化で衰退するなか、「５年

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。

髙橋昌裕著
2014.９刊　四六判・240ページ　本体1,600円+税

ISBN978-4-322-12593-1　C2033　　A

地銀の選択
―一目置かれる銀行に―

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

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。

伊東眞幸著
2014.９刊　四六判・上製・164ページ　本体1,600円+税

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―

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

ンス、投資の観点から「日本復活」の行

方を熱く議論する。

御友重希編著
2014.８刊　四六判・312ページ　本体1,850円+税

ISBN978-4-322-12580-1　C2033　　A

銀行ルネサンス 『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

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。吉田重雄著
2014.８刊　四六判・上製・356ページ　本体2,600円+税

ISBN978-4-322-12581-8　C2033　　A

労働金庫
―勤労者自主福祉金融の歴史・理念・未来―

〈ろうきん〉は、どのようなビジネスモ

デルのもと、商品・サービスを拡充させ

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

況、社会的位置づけを分析し、今後のあ

るべき姿を描く。

三村　聡著
2014.７刊　Ａ５判・上製・308ページ　本体3,000円+税

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―

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。

みずほ総合研究所編著
2014.６刊　Ａ５判・312ページ　本体3,000円+税

ISBN978-4-322-12562-7　C2033　　A
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地銀連携
―その多様性の魅力―

経営環境が厳しいなか、地域金融機関は

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。

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！

伊東眞幸著
2014.５刊　四六判・上製・180ページ　本体1,600円+税

ISBN978-4-322-12443-9　C2033　　A

平成35年
地域経済の展望と地銀の針路
―東北を起点に考察―

山形に本拠地のあるフィデア総研による地域

金融機関が行う東北経済活性化のための具体

的な提案や実例を紹介した究極のリレーショ

ンシップバンキング実践書。地元経済・社会

環境の現状を描きつつ、地域経済にとっての

「新しい戦略の方向性」を示す。

株式会社フィデア総合研究所編著
2014.２刊　Ａ５判・220ページ　本体1,700円＋税

ISBN978-4-322-12402-6　C2033　　B

続・支店長の本懐 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

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。

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　本体1,800円＋税

ISBN978-4-322-12417-0　C2033　　A

海外進出支援 実務必携 「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

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。

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　本体8,000円＋税

ISBN978-4-322-12383-8　C2033　　A

支店長 勝野俊介 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

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。真宮角太郎著
2014.１刊　四六判・上製・332ページ　本体1,800円＋税

ISBN978-4-322-12386-9　C2033　　A

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―

日本の金融ビジネスに漂う閉塞感の要因

を検討し、金融システムに内包されるイ

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。

大村敬一／高野　真編著
2013.12刊　Ａ５判・292ページ　本体2,800円+税

ISBN978-4-322-12378-9　C2033　　A
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日本を変える新しいリーダーの姿
―確固たる信念と高い志で日本の未来を切り開け―

1974年日本初の「がん保険」を発売。がん保

険・医療保険の分野で強みを有するアフ

ラックを創業し、飛躍的な成長を実現。現在

は各方面で「人づくり」の活動に精力的に取

り組む筆者が、その経営哲学とともに、日

本人の意識改革の必要性・重要性を問う。

大竹美喜著
2013.10刊　四六判・上製・180ページ　本体1,600円＋税

ISBN978-4-322-12330-2　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！―

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。

中村英隆・増田正二・大林重治著
2013.10刊　四六判・148ページ　本体1,500円＋税

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

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

法をわかりやすく解説。金融機関をはじ

め農業経営者、農業関係の指導機関の

方々必読の書。

安達長俊著
2013.９刊　Ａ５判・160ページ　本体2,000円＋税

ISBN978-4-322-12365-4　C2033　　A

バリューチェーンファイナンス
―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―

〈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

行がともに成長を支え合う金融手法を紹

介。

江上広行著
2013.８刊　Ａ５判・248ページ　本体2,200円＋税

ISBN978-4-322-12332-6　C2033　　A

〈KINZAIバリュー叢書〉
ベトナム銀行セクター

めまぐるしく動くベトナムの金融市場を鳥

瞰。ドイモイ以前のモノバンク時代を背景

とする国有商業銀行の位置づけ、民間銀行

の台頭、外資系銀行の参入など2000年代前

半・後半の銀行セクターの歴史的経緯と今

後の改革に向けた取組みを示す。

荻本洋子・磯崎彦次郎・渡邉元雄編著
2013.８刊　四六判・140ページ　本体1,200円＋税

ISBN978-4-322-12338-8　C2033　　A

西日本シティ銀行誕生への道のり
―合併は何故成功したか―

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。

西日本シティ銀行合併史編纂委員会編
2013.５刊　Ａ５判・128ページ　本体1,400円＋税

ISBN978-4-322-12324-1　C2033　　A
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リテールファイナンスのIT戦略
―守りのITから攻めのITへ―

クレジットカード、信販、消費者金融、

銀行、住宅ローン・モーゲージ、信用保

証、個人信用情報機関等、リテール金融

における最新のIT戦略を徹底解説。犯

罪防止、セキュリティ対策をはじめ、業

界革新の契機となる情報を満載。

アルフィス・コンソーシアム編著
2013.５刊　Ａ５判・268ページ　本体2,800円＋税

ISBN978-4-322-12197-1　C2033　　A

リテール金融のチャネル革命
―ソーシャル時代の支店のあり方―

インターネットバンキングの先にあるも

の、それは支店を介在しないソーシャル

ネットの銀行ビジネスである。アメリカ

の 伝 統 的 銀 行 界 に 衝 撃 を 与 え た

Bank2.0/3.0の提唱者である著者が明ら

かにするリテールバンクの近未来像。

ブレット・キング著／
株式会社電通国際情報サービス監訳

2013.３刊　四六判・176ページ　本体1,400円＋税
ISBN978-4-322-12154-4　C2033　　A

〈KINZAIバリュー叢書〉
ソーシャルメディア時代の
企業戦略と実践

ソーシャルメディアという切り口で時代

の変化をとらえ、企業戦略へのインパク

トを解説。良品計画・スターバックス・

アップルなど実際の事例も多数紹介し、

今後の企業戦略のあり方と実践にあたっ

てのヒントを提示。

河本敏夫著
2013.１刊　四六判・188ページ　本体1,400円＋税

ISBN978-4-322-12184-1　C2033　　A

ストラテジック・バンク
―国内金融機関の新成長戦略―

「伝統的銀行業務」にメスを入れ、事業

構造・ビジネスモデルをどのように変え

ていくべきか、大胆に提言!!

金融機関をとりまく経営環境や事業実

態、課題を明確にし、実現性のある経営

戦略を検討する。

岡　宏著
2012.12刊　Ａ５判・344ページ　本体2,600円＋税

ISBN978-4-322-12162-9　C2033　　A

足で稼ぐ「現場主義」経営
―頼れるシシンヨーが真骨頂―

広島市信用組合（シシンヨー）驚異の経

営を理事長自ら書き下ろした初の自伝的

「信用組合経営論」。地域に貢献すること

を一番に考え、地元の中小企業と個人の

要望にいかに素早く応えるか。目から鱗

のシンプルな経営の極意を伝授！

山本明弘著
2012.９刊　四六判・212ページ　本体1,600円＋税

ISBN978-4-322-11986-2　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―

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

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。

藤田　勉著
2012.４刊　Ａ５判・460ページ　本体4,000円＋税

ISBN978-4-322-11978-7　C2033　　A
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〈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―

さまざまな企業で実践されているホスピ

タリティ・マネジメントの事例を数多く

掲載。顧客の多様なニーズに柔軟に応

え、顧客から選ばれる企業になるための

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。

田中　実著
2011.９刊　四六判・208ページ　本体1,400円＋税

ISBN978-4-322-11921-3　C2033　　A

〈KINZAIバリュー叢書〉
営業担当者のための
心でつながる顧客満足〈CS〉向上術

“顧客満足（CS）”を「やらねばならない

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！

前田典子著
2011.８刊　四六判・164ページ　本体1,400円＋税

ISBN978-4-322-11883-4　C2033　　A

金融システム改革
50年の軌跡

金融制度・金融システムの50年を総

括！　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

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。

西村吉正著
2011.３刊　Ａ５判・704ページ　本体7,000円＋税

ISBN978-4-322-11752-3　C2033　　A

進化する
金融機関の環境リスク戦略

見えない環境リスクから見える環境オポ

チュニティへ！メガバンク、地域銀行、

不動産、保険、プロジェクトファイナン

スなどの各現場での歴史、会計から、環

境格付け、生物多様性、カーボンファイ

ナンス、環境ビジネス等最新情報まで。

藤井良広編著
2011.１刊　Ａ５判・304ページ　本体3,000円＋税

ISBN978-4-322-11739-4　C2033　　A

近畿大阪銀行の情報経営
―りそなグループの金融サービス業への挑戦―

「関西でオンリーワンの金融サービス業」

を目指す近畿大阪銀行。同行10年の足跡

を、桔梗芳人社長（当時）自ら徹底総括！　

「問題解決力のある信金モデル」「中小企

業のトータルサポート」の開陳。情報に

根差した地銀経営モデルを提示。

桔梗芳人著
2011.１刊　Ａ５判・236ページ　本体1,800円＋税

ISBN978-4-322-11741-7　C2033　　A

金融システムの将来像
―規制改革・地域戦略・アジア展開の新たな指針―

金融の将来像が見えない時代に一石を投

じ、あらゆる金融機関の経営者・実務家

に金融の将来像についての考えるヒント

を提示する画期的な論考集。実証研究と

実地調査を踏まえながら、現実の問題に

しっかりと目を向けて、実体経済を読む。

株式会社日本総合研究所編
2010.10刊　Ａ５判・上製・356ページ　本体3,400円＋税

ISBN978-4-322-11728-8　C2033　　A
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環境格付
―環境金融の情報基盤―

企業の環境経営に対する評価と具体的な

ツールである環境格付について、その内

容やポイントをわかりやすく解説。環境

格付を導入し、本格的運用を開始した静

岡銀行、八十二銀行、百五銀行等地域金

融機関の取組みも紹介。

竹ケ原啓介編著
2010.９刊　Ａ５判・216ページ　本体2,400円＋税

ISBN978-4-322-11702-8　C2033　　A

甦る金融
―破綻処理の教訓―

日本・米国・英国・北欧３カ国について

各国の実情や歴史を踏まえて、金融危機

と破綻処理の施策を詳述した世界的にも

類書なき画期的な“破綻処理の記録”。

「金融危機」に対し、破綻処理の「類型

化」と金融再生の「定式化」を試みた。

武藤敏郎編著
2010.８刊　Ａ５判・上製・336ページ　本体3,000円＋税

ISBN978-4-322-11695-3　C2033　　A

新世代リテールバンキング
―生活者視点で創る銀行の姿―

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！

野村総合研究所リテールバンキング研究チーム編著
2010.７刊　Ａ５判・132ページ　本体1,400円＋税

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―

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。

澁谷耕一著
2010.６刊　四六判・232ページ　本体2,000円＋税

ISBN978-4-322-11681-6　C2033　　A

グローバル金融危機後の
金融システムの構図

100年に一度といわれ、欧米の金融シス

テムに大きな打撃を与えた金融危機につ

いて、内外の第一線の実務家・研究者が

さまざまな角度から分析・執筆。今後の

金融の方向性を考える指針となる一冊。日本総合研究所調査部金融ビジネス調査グループ編
2010.４刊　Ａ５判・上製・356ページ　本体3,800円＋税

ISBN978-4-322-11621-2　C2033　　A

アジア証券市場と
グローバル金融危機

国際金融危機における、中国・香港、イ

ンド、ASEAN諸国の証券市場、および

イスラム金融についての最新事情ならび

に、中国人民元の国際化、アジアの高齢

化問題、日本のかかわり方を論じる。川村雄介監修・著／財団法人日本証券経済研究所編
2010.３刊　Ａ５判・上製・408ページ　本体3,400円＋税

ISBN978-4-322-11555-0　C2033　　A



72

金融機関経営・戦略

中国における
金融取引の理論と実務

中国において金融取引をする際に必要と

なる法律知識や実務対応を網羅的に解

説。日本の弁護士が中国における金融取

引法制、各種金融商品、外資参入規制を

概説、現地・中国の律師（日本における

弁護士資格）等が実務上の留意点を解説。

弁護士法人中央総合法律事務所・
北京市君澤君律師事務所編
2010.１刊　Ａ５判・上製・388ページ　本体4,400円＋税

ISBN978-4-322-11434-8　C2033　　A

金融機関の
アグリビジネス戦略

アグリビジネスへの新規参入が活発化す

るなか、農協に代わって一般の金融機関

による融資推進やコンサルティングが期

待されている。金融界の最新動向を網羅

しつつ、本店・本部と営業店の対応策、

他業態との連携法をそれぞれ紹介する。

丹羽哲夫著
2009.12刊　Ａ５判・240ページ　本体2,400円＋税

ISBN978-4-322-11522-2　C2033　　A

地域金融
―勝者の条件―

著名金融アナリストが、米国のウエル

ズ・ファーゴ、スペインの BBVA な

ど、地銀にルーツをもつ海外の銀行のビ

ジネスモデルを分析したうえで、日本の

地域金融の現状を踏まえ、今後の方向性

を論じる。

山田能伸著
2009.７刊　Ａ５判・252ページ　本体2,600円＋税

ISBN978-4-322-11513-0　C2033　　A

金融機関の
メンタルヘルス

労働環境や人事・労務体系の変化等を受

け、メンタルヘルス不全に陥る金融機関

職員が急増している。本書では、受け身

ではない「攻めのメンタルヘルス対策」

を探っていく。大阪信用金庫の取組事例

や支店長による匿名対談も掲載。

湧井美和子著
2009.６刊　Ａ５判・176ページ　本体1,800円＋税

ISBN978-4-322-11501-7　C2033　　A

よくわかる
金融機関の不祥事件対策

「そもそも不祥事件とは何を指すのか」

「不祥事件はなぜ起こるのか」「不祥事件

が起こってしまったらどうすべきか」

「不祥事件を防止するにはどうすればよ

いか」等々の疑問にQ&A形式でわかり

やすく答える。

日本公認不正検査士協会編／
甘粕潔・宇佐美　豊・杉山　知・土屋隆司著

2009.６刊　Ａ５判・184ページ　本体2,000円＋税
ISBN978-4-322-11406-5　C2033　　A

金融サービス業のガバナンス
―規律付けメカニズムの再検討―

金融サービス業のガバナンスについて、

その社会的責任、証券会社、格付機関、投

資顧問会社、証券取引所、内部統制、倫

理、レピュテーション・マネジメント、

CSRという９つの側面から分析し、透

明性と自己規律の必要性を検証する。

首藤　惠監修・著／
財団法人日本証券経済研究所編

2009.４刊　Ａ５判・360ページ　本体3,200円＋税
ISBN978-4-322-11393-8　C2033　　A
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プライムレート革命
―脱「貸し渋り」の金融システム―

感情的な「貸し渋り」批判を排すべく、

現行プライムレートの問題点を指摘し、

新たな貸出金利基準制度「信用プライム

レート」「信用スタンダードレート」を

提唱！　公的保証から公的利子補給への

転換など、公的金融問題にも言及した。

大久保　豊・尾藤　剛著
2009.４刊　四六判・上製・148ページ　本体1,500円＋税

ISBN978-4-322-11403-4　C2033　　A

金融機関の
価格競争対応と原価管理戦略

顧客満足（CS）を推進しているにもか

かわらず顧客からの金利引下げ・手数料

減免要請は絶えない。一定の収益を確

保・創出するには何をすべきか、どのよ

うな原価管理が必要か。金融機関の特別

性・他業態の実績を踏まえ新機軸を提言。

八代恭一郎著
2009.２刊　Ａ５判・204ページ　本体2,000円＋税

ISBN978-4-322-11379-2　C2033　　A

支店長の本懐
―実践的	金融機関支店経営の極意―

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。

社団法人 金融財政事情研究会編
2008.12刊　四六判・208ページ　本体1,600円＋税

ISBN978-4-322-11373-0　C2033　　A

金融機関の
新・顧客データ戦略SVoC
―CRMを超えて―

顧客データ管理ツール「CRM（Customer 

Relationship Management）」が、なぜ有効

に機能していないのかを説き起こしつつ、

近年、米銀等で導入され注目を集めつつあ

るSVoC（Single View of Customers）と

いうコンセプトを事例を交えて紹介する。

有友圭一・松田克信・平島　亮著
2008.９刊　Ａ５判・120ページ　本体1,300円＋税

ISBN978-4-322-11339-6　C2033　　A

〈金融検査マニュアルハンドブックシリーズ〉
金融機関の経営管理

（ガバナンス）態勢

金融機関における経営管理、ガバナンス

とは何か、金融検査マニュアルに記載さ

れた意図は何か。経営管理（ガバナン

ス）について、定義、必要性、運用の枠

組み、検証方法を詳述し、個別具体的の

留意点にも論及。

中村裕昭著
2008.３刊　Ａ５判・272ページ　本体3,400円＋税

ISBN978-4-322-11203-0　C2033　　A

平成金融危機への対応
―預金保険はいかに機能したか―

日本の大手金融機関まで巻き込んだ“平

成金融危機”。合計180にものぼる金融

機関の破たんという未曽有の事態に直面

し、その収拾に当たった預金保険機構の

職員が、実務上の課題等々について、ミ

クロからアプローチした論文・資料集。

預金保険機構編
2007.11刊　Ａ５判・576ページ　本体5,000円＋税

ISBN978-4-322-11167-5　C2033　　A
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アジア証券市場と日本
―Asiazationの繁栄をめざして―

中国、香港、ASEAN 諸国、インドな

ど、各国金融・資本市場の現状と課題を

分析し、通貨危機後の協調体制と日本の

役割・使命を検証する。台頭するアジア

諸国・地域との市場間競争において国際

金融センターとしての条件を探る。

川村雄介監修・著／日本証券経済研究所編
2007.10刊　Ａ５判・上製・276ページ　本体2,600円＋税

ISBN978-4-322-11144-6　C2033　　A

ホスピタリティ
―CS向上をめざす巣鴨信用金庫の挑戦―

1997年の田村和久理事長就任以来、

次々と新機軸を打ち出してきた巣鴨信

金。現在は「サービスからホスピタリ

ティへの転換」に余念がない。“顧客起

点”のユニークな取組みを、経営理念や

エピソードを交えて紹介する。

巣鴨信用金庫 創
4

合企画部著
2007.５刊　四六判・240ページ　本体1,900円＋税

ISBN978-4-322-11110-1　C2033　　A

カスタマーセントリックの銀行経営
〈改訂版〉
―答えは顧客のなかにある―

好評！「カスタマーセントリックの銀行

経営」の全面改訂版。日本の銀行の常識

を覆す米国の金融機関の店頭や職員の応

対とはどのようなものか？カスタマーセ

ントリックな金融機関を実現するための

ヒントが満載。

戸谷圭子・栗田康弘著
2007.４刊　Ａ５判・上製・236ページ　本体2,800円＋税

ISBN978-4-322-10980-1　C2033　　A

金融機関の
CS入門
―苦情対応体制（JIS	Z	9920）の構築と金融サービス向上―

説明責任と苦情処理体制を包含した顧客

満足活動の全体像と評価軸を解説。JIS 

Z 9920（苦情対応マネジメントシステ

ム）取得機関のノウハウに基づく金融

サービス品質向上へのガイドブック。蔵田隆之・楠見　肇著
2004.７刊　Ａ５判・148ぺージ　本体1,400円＋税

ISBN978-4-322-10608-4　C2033　　A

成長支援・事業再生等

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―

「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。

長谷川佐喜男・西川吉典著
2016.４刊　四六判・上製・344ページ　本体3,600円＋税

ISBN978-4-322-12863-5　C2033　　A
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中小企業M&A実務必携
法務編

M&Aシニアエキスパート養成スクール

講師が解説。中小企業M&A実務で90％

以上採用されている「株式譲渡」に特化

して法務にまつわる知識をわかりやすく

要点整理。論点解決形式の構成で実務場

面に直結。課題解決に最適の書。

梅田亜由美著
2016.３刊　Ａ５判・396ページ　本体3,500円+税

ISBN978-4-322-12870-3　C2033　　D

中小企業M&A実務必携
税務編

M&Aシニアエキスパート養成スクール

講師が解説。中小企業M&A実務で90％

以上採用されている「株式譲渡」に特化

して税務にまつわる知識をわかりやすく

要点整理。論点解決形式の構成で実務場

面に直結。課題解決に最適の書。

村木良平著
2016.１刊　Ａ５判・292ページ　本体2,500円＋税

ISBN978-4-322-12869-7　C2033　　D

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―

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。

日本政策金融公庫総合研究所編
2015.８刊　四六判・304ページ　本体1,800円＋税

ISBN978-4-322-12809-3　C2033　　B

地方創生に挑む地域金融
―「縮小」阻止へ　金融·資本市場からのアプローチ―

アベノミクスの目玉「地方創生」＝「ま

ち・ひと・しごと創生」のために、地域

金融はどのような貢献ができるか。個人

金融資産の動きとライフ・プランニン

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。

岩崎俊博編／
㈱野村資本市場研究所著

2015.５刊　Ａ５判・316ページ　本体2,900円+税
ISBN978-4-322-12668-6　C2033　　A

業界別事業再生事典 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。

鈴木　学著／
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　本体15,000円+税

ISBN978-4-322-12670-6　C2032　　C

破産管財の手引〈第2版〉
（CD-ROM付き）

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。

中山孝雄・金澤秀樹編
2015.３刊　Ａ５判・上製・556ページ　本体4,800円+税

ISBN978-4-322-12662-4　C2032　　C
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REVICによる
地域の再生と活性化

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。

㈱地域経済活性化支援機構著
2015.３刊　Ａ５判・196ページ　本体1,850円+税

ISBN978-4-322-12637-2　C2033　　A

〈法人融資手引シリーズ〉
債権回収〈第２版〉

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

だけでなく、すべての管理回収担当者必

携の書。

旗田　庸著
2015.３刊　Ａ５判・308ページ　本体3,000円+税

ISBN978-4-322-12590-0　C2032　　A

金融機関が行う
経営改善支援マニュアル

〈改訂版〉

「抜本的な再生支援における金融機関の

役割」や「経営改善計画書の作成例の記

載のポイント」を新たに書き下ろし。取

引先企業のさらなる支援を後押しし、抜

本的再生により生まれ変わる企業を発掘

する金融機関職員にとって必読の１冊。

日本政策金融公庫中小企業事業本部企業支援部著
2014.11刊　Ａ５判・308ページ　本体2,800円+税

ISBN978-4-322-12610-5　C2033　　A

金融機関が行う
私的整理による事業再生の実務

日本公庫が民間金融機関と協働で事業再

生支援を実施した件数400件のうち、特

に地域経済の活性化に貢献している企業

の再生事例10件を厳選して紹介。事業

再生・私的整理や金融支援手法の基礎知

識を20項目で簡潔に記載。

日本政策金融公庫中小企業事業本部企業支援部著
2014.11刊　Ａ５判・224ページ　本体2,200円+税

ISBN978-4-322-12613-6　C2032　　A

DES・DDSの実務
〈第３版〉

資本性借入金の積極的活用を促す金融検

査マニュアルの改訂、銀行等の議決権保

有規制（5％ルール）を緩和する改正銀

行法、その他重要法令等の改正に対応。

再生支援、ランクアップの実践的手法を

体系的・網羅的に解説した基本実務書。

藤原総一郎編著／山崎良太・稲生隆浩著
2014.11刊　Ａ５判・280ページ　本体2,600円+税

ISBN978-4-322-12406-4　C2033　　A

会社更生の実務
〈新版〉（上）

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。

東京地裁会社更生実務研究会編著
2014.10刊　Ａ５判・上製・452ページ　本体5,000円+税

ISBN978-4-322-12575-7　C2032　　A
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会社更生の実務
〈新版〉（下）

下巻では、管財人の職務、その他の機

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。

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　本体5,000円+税

ISBN978-4-322-12576-4　C2032　　A

私的整理の実務
Q&A100問〈追補版〉

2013年３月末の金融円滑化法終了に伴

い、私的整理の担い手である中小企業再

生支援協議会の基本要領が改訂され「暫

定リスケ」等新たな運用が始まってい

る。初版の内容には修正を加えず、近時

の主要な動向を５つの設問で追補した。

全国倒産処理弁護士ネットワーク編
2014.７刊　Ａ５判・368ページ　本体3,500円+税

ISBN978-4-322-12597-9　C2032　　C

破産・民事再生の実務〈第３版〉
破産編

東京地裁破産再生部の裁判官・書記官が

長年の実務の蓄積と経験をもとに総力を

結集したロングセラーの最新版。破産、

再生実務の定本を最新情報に基づき６年

ぶりにリニューアル。弁護士、金融機関

の債権管理回収担当者など必携。

東京地裁破産再生実務研究会編著
2014.２刊　Ａ５判・上製・640ページ　本体6,500円＋税

ISBN978-4-322-12357-9　C2032　　A

破産・民事再生の実務〈第３版〉
民事再生・個人再生編

破産、再生実務の定本を最新情報に基づ

きリニューアル。旧版刊行後の実務運用

をふまえて破産、再生手続に係る留意点

を全250の Q&A で詳解。弁護士、金融

機関の債権管理回収担当者など必携。東京地裁破産再生実務研究会編著
2014.１刊　Ａ５判・上製・520ページ　本体5,500円＋税

ISBN978-4-322-12358-6　C2032　　A

会社更生の実務
Q&A120問

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

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。

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　本体3,600円＋税

ISBN978-4-322-12413-2　C2032　　C

倒産処理と弁護士倫理
―破産・再生事件における倫理の遵守と弁護過誤の防止―

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。

日本弁護士連合会倒産法制等検討委員会編
2013.７刊　Ａ５判・368ページ　本体3,600円＋税

ISBN978-4-322-12361-6　C2032　　C
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〈KINZAIバリュー叢書〉
ゼロからわかる
事業再生

「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、

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。

松嶋英機編著／横山兼太郎著
2013.７刊　四六判・232ページ　本体1,200円＋税

ISBN978-4-322-12350-0　C2033　　A

〈KINZAIバリュー叢書〉
最新私的整理事情

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。

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　本体1,800円＋税
ISBN978-4-322-12327-2　C2032　　A

金融機関のための
倒産・再生の実務

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。

松嶋一重・粟澤方智編著
2013.６刊　Ａ５判・492ページ　本体3,600円＋税

ISBN978-4-322-12303-6　C2032　　C

実践的中小企業再生論
〈改訂版〉
―「再生計画」策定の理論と実務―

2011年の初版刊行後の金融・経済情勢の

変化を織り込み、全面見直し。改訂され

た協議会手続、新しいDDSを抜本的に

書き直すとともに、事業DDの解説を充

実。暫定リスケを平易に解説する〔別冊

版〕とあわせて、協議会手続を網羅！

藤原敬三著
2013.４刊　Ａ５判・424ページ　本体3,800円＋税

ISBN978-4-322-12304-3　C2032　　C

実践的中小企業再生論
〈別冊版〉
―「経営改善計画」策定の理論と実務―

取引先支援に取り組む地域金融機関に向

けた経営改善計画策定の懇切丁寧な指南

書。中小企業経営者の本音を引き出し、

経営改善の具体的な道筋を描くための手

法を開示！再生計画策定を詳解する〔改

訂版〕とあわせて、協議会手続を網羅！

藤原敬三著
2013.４刊　Ａ５判・164ページ　本体1,400円＋税

ISBN978-4-322-12305-0　C2032　　C

任意売却の法律と実務
〈第3版〉

任意売却に関する唯一のロングセラーを

全面改訂。任意売却の実務動向と問題点

を整理。ケーススタディとして「会社分

割による事業再生と金融支援額の調整」

「競売での債権者間の合意による配当」

など６つのケースを新たに追加。

上野隆司監修／高山　満・田中博文・大坪忠雄・
村山真一・藤原　勉著

2013.４刊　Ａ５判・392ページ　本体4,000円＋税
ISBN978-4-322-12191-9　C2032　　A
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未払賃金立替払制度
実務ハンドブック

受給者累計100万人超という本制度が、

企業破綻時に円滑に利用できるようその

要諦をコンパクトにまとめた。労働者健

康福祉機構の前担当者と倒産処理実務に

精通した弁護士が執筆するとともに、独

自のチェックリストや書式も充実させた。

吉田清弘・野村剛司著
2013.４刊　Ａ５判・268ページ　本体2,600円＋税

ISBN978-4-322-12307-4　C2032　　C

東日本大震災に伴う
仙台地裁の事務処理・運用

「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・

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！

安福達也著
2013.３刊　Ａ５判・244ページ　本体2,500円＋税

ISBN978-4-322-12319-7　C2032　　C

〈KINZAIバリュー叢書〉
債権回収の初動

不良債権処理の全体像を念頭に置いた債

権回収の初動時の適切な対応を余すとこ

ろなく伝授！信用悪化時の基本動作、債

務者との交渉などを詳解。
島田法律事務所編

2013.２刊　四六判・248ページ　本体1,400円＋税
ISBN978-4-322-12177-3　C2033　　A

任意売却の登記
あ・ら・かると

今後増加することが見込まれる「任意売

却」手続。本書は、あらゆる任意売却の

取扱いを採り上げ、司法書士はもとよ

り、サービサー職員、弁護士、不動産業

従事者、金融機関・事業会社の債権管

理・回収の担当者必読の書。

大野静香著
2013.１刊　Ａ５判・236ページ　本体2,400円＋税

ISBN978-4-322-12192-6　C2032　　C

実務必携
預金の差押え

「預金の差押え」の実務処理を迅速・的

確に行うためのバイブル！

「預金の差押え」を網羅した本邦唯一の

基本書、30年ぶりに全面改訂！

投資信託や生命保険など金融商品への差

押えの実務処理にも対応！

一般社団法人金融財政事情研究会編
2012.12刊　Ａ５判・624ページ　本体6,400円＋税

ISBN978-4-322-12113-1　C2032　　A

破産実務
Q&A 200問
―全倒ネットメーリングリストの質疑から―

2007年に刊行され、好評を博した『破産

実務Q&A150問』を全面刷新。刊行後の

多くの裁判例とMLの質疑の活発化に完

全対応。実務的ノウハウ、処理上の悩み

等をこの１冊で解決。破産事件に関わる

弁護士、裁判官、書記官必携の書！

全国倒産処理弁護士ネットワーク編
2012.12刊　Ａ５判・448ページ　本体3,800円＋税

ISBN978-4-322-12188-9　C2032　　C
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Q&A そこが知りたい
金融円滑化の出口戦略

ライフステージ別ソリューション、外部

機関との連携、DES・DDS、ビジネス

マッチング、産学官連携、ABL等の出

口戦略のポイントをQ&A35問にてわか

りやすく解説。浅井弘章・高橋俊樹・千葉真司著
2012.８刊　四六判・156ページ　本体1,400円＋税

ISBN978-4-322-12159-9　C2033　　A

地域発！ 日本再生 現場に行って、話を聞き、感じて、考え

た、長年、地域密着型の産業と金融にこ

だわってきた編著者によるフィールド

ワークの集大成。「地域と中小企業」発

の日本大改革!!　金融機関職員、一般社

会人必読の提言書。

多胡秀人・一般社団法人地域の魅力研究所編著
2012.６刊　四六判・上製・276ページ　本体2,200円＋税

ISBN978-4-322-12118-6　C2033　　A

逐条解説
サービサー法

〈四訂版〉

７年ぶりに改正された「債権回収会社の

審査・監督に関する事務ガイドライン」

（2010年７月施行）に対応した、実務担

当者待望の解説書。巻末資料として法

律・政令・規則・新事務ガイドライン・

自主ルールの５段対照表を収録。

黒川弘務著
2012.６刊　Ａ５判・544ページ　本体4,600円＋税

ISBN978-4-322-12123-0　C2032　　C

コンサルティング実務体系
―企業ライフステージ別アプローチ―

監督指針に明記された「コンサルティン

グ業務」に求められている企業のライフ

ステージ別の各種コンサルティング手法

を詳解。日本政策投資銀行は資金調達の

多様化、販路開拓、M&A、事業承継、

上場支援、海外進出等、に高い評価。

日本政策投資銀行編著
2012.５刊　Ａ５判・上製・468ページ　本体4,000円＋税

ISBN978-4-322-12102-5　C2033　　B

提言 倒産法改正 2000年に民事再生法が施行されたのを皮

切りに、倒産法制の抜本的な改正が行わ

れ、およそ10年が経過した。多種多様な

手続が競合する中で、実務の視点から法

制度の枠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。

倒産法改正研究会編
2012.３刊　Ａ５判・316ページ　本体3,200円＋税

ISBN978-4-322-11982-4　C2032　　C

続・提言 倒産法改正 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

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。

倒産法改正研究会編
2013.３刊　Ａ５判・308ページ　本体3,200円＋税

ISBN978-4-322-12306-7　C2032　　C
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続 ・々提言　倒産法改正 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

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。

倒産法改正研究会編
2014.３刊　Ａ５判・312ページ　本体3,700円+税

ISBN978-4-322-12446-0　C2032　　C

成長産業目利き講座
伸びるビジネスが診えるようになる

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

ともに、真の成長力のあるビジネスを見

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。

石毛　宏著
2012.２刊　Ａ５判・200ページ　本体1,619円＋税

ISBN978-4-322-11959-6　C2033　　B

ステークホルダー
―小説	事業再生への途―

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

初の小説事業再生本。堀内秀晃著
2012.２刊　Ａ５判・356ページ　本体2,400円＋税

ISBN978-4-322-11972-5　C2033　　A

ステークホルダーⅡ
―小説	金融円滑化法出口戦略への途―

アメリカ事業再生の実務を描き好評を博

した小説「ステークホルダ−」の続編。

第２作は舞台を日本に移し、ポスト円滑

化・事業再生の「現場」を活写。小説と

併せて用語や問題点が整理されており、

実務書としても活用可能。

堀内秀晃著
2013.５刊　Ａ５判・244ページ　本体2,000円＋税

ISBN978-4-322-12316-6　C2033　　A

企業再生の法務〈改訂版〉
―実践的リーガルプロセスのすべて―

好評「企業再生の法務」の全面改訂版。再

生ビジネスの最前線に携わる気鋭の弁護

士が企業再生プロセスの全貌を明かす。

法的整理、私的整理、事業再生ADR、

DES、M&A、DIPファイナンス、証券

化といった最新企業再生手法を詳解。

森・濱田松本法律事務所 藤原総一郎監修／
井上愛朗・戸嶋浩二・山崎良太編著
2012.１刊　Ａ５判・上製・860ページ　本体7,600円＋税

ISBN978-4-322-11918-3　C2033　　A

「コンサルティング能力」強化シリーズ
課題解決力を磨く
―提案営業への道しるべ―

ソリューション・ビジネスや提案営業を

支えるための「課題解決力」を磨き、

「企業文化として定着させるマネジメン

ト」を学ぶ。支店長経験に基づいた課題

解決策が満載。お客様とよりよい関係を

築くための渉外活動、実践手法を伝授。

齋藤道男著
2012.１刊　Ａ５判・224ページ　本体2,000円＋税

ISBN978-4-322-11936-7　C2033　　A
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「コンサルティング能力」強化シリーズ
Q&A 地域金融機関と
コンサルティング機能

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。

浅井弘章・高橋俊樹・千葉真司著
2011.12刊　Ａ５判・192ページ　本体2,000円＋税

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―

「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。

株式会社アットストリーム著
2011.11刊　Ａ５判・228ページ　本体2,000円＋税

ISBN978-4-322-11943-5　C2033　　A

最新実務
会社更生

東京地方裁判所民事８部（会社更生担当

部）では、手続の迅速化と合理化のため

に、「DIP型会社更生手続」に代表され

る運用上の拡張を実施。新しい運用につ

いて東京地裁の取扱いを解説する。執行

機関による最新実務解説書、待望の刊行。

東京地裁会社更生実務研究会編
2011.11刊　Ａ５判・324ページ　本体3,000円＋税

ISBN978-4-322-11937-4　C2032　　A

「コンサルティング能力」強化シリーズ
実践 中小企業の経営改善と
事業再生

「経営計画の策定・支援」というテーマ

を中心に据えて全体をまとめた１冊。伝

統的経営診断手法、中小企業診断協会制

定による診断実施要領、経営課題を抽出

する標準的経営診断プロセスなど経営実

態把握の進め方を紹介。

朝倉雄一・井上　環編著
2011.９刊　Ａ５判・204ページ　本体2,200円＋税

ISBN978-4-322-11912-1　C2033　　A

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

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

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」。

多胡秀人監修・著、久保田　清・尾川宏豪著
2011.６刊　四六判・188ページ　本体1,800円＋税

ISBN978-4-322-11736-3　C2033　　A

個人の破産・再生手続
―実務の到達点と課題―

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。

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　本体4,000円＋税

ISBN978-4-322-11910-7　C2032　　C
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事業再生ADRの実務 基本的な手続の流れに従った章立てで、

事業再生ADR手続の概要、手続選択、事

前相談から正式申込までの手続と課題、

一時停止通知と概要説明会議・協議会議

の内容、事業再生計画案、についてポイ

ントを絞って解説。今後の論点も網羅。

住田昌弘編著
2011.５刊　Ａ５判・260ページ　本体2,400円＋税

ISBN978-4-322-11760-8　C2032　　A

アメリカ事業再生の実務
―連邦倒産法Chapter11とワークアウトを中心に―

日本企業が突然、外国の倒産手続に巻き

込まれた際に「どのような点に留意すべ

きか」「事前にどのような対処を行って

おくべきか」――。こうした問題意識を

背景に米国における事業再生の実務を解

説。

堀内秀晃・森　倫洋・宮崎信太郎・柳田一宏著
2011.２刊　Ａ５判・上製・396ページ　本体3,800円＋税

ISBN978-4-322-11740-0　C2032　　A

新倒産法制10年を検証する
―事業再生実務の深化と課題―

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。

伊藤　眞・須藤英章監修・著
2011.１刊　Ａ５判・424ページ　本体3,800円＋税

ISBN978-4-322-11881-0　C2032　　C

リレーションシップバンキングと
知的資産

金融審議会専門委員等を務めた、地域金

融・リテール金融研究の第一人者による

新機軸の地域金融論。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！

村本　孜著
2010.12刊　Ａ５判・上製・336ページ　本体3,800円＋税

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

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。

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　本体2,200円＋税
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

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。

多胡秀人監修・著／長濵裕士著
2010.12刊　四六判・280ページ　本体2,000円＋税

ISBN978-4-322-11734-9　C2033　　A
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〈新訂貸出管理回収手続双書〉
回収

回収の準備、弁済による回収、相殺によ

る回収、担保による回収、各種の手段に

よる回収、法的手段による保全、強制執

行による回収、各種の整理手続における

回収、貸出金の償却など、金融機関の債

権回収実務のすべてを詳解。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

伊藤　眞・中務嗣治郎・深山卓也・中原利明・
三上　徹・能城弘昭編集代表
2010.12刊　Ａ５判・上製・1,188ページ　本体9,524円＋税

ISBN978-4-322-11635-9　C2332　　A

新注釈民事再生法〈第2版〉
（上）第１条〜第153条

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。

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　本体8,000円＋税

ISBN4-322-11746-2　C2032　　C

新注釈民事再生法〈第2版〉
（下）第154条〜第266条

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。

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　本体6,500円＋税

ISBN4-322-11747-9　C2032　　C

小売業の収益構造を見極め、
“儲かる”企業に改革するための着眼点

「目利き能力」の向上と経営改善推進支

援の実務指針を示す。小売業の収益構造

を分析し、利益を生み出すための出店戦

略、売上計画の策定に関する着眼点を明

らかにする。その過程において金融機関

が果たすべき役割についても言及。

大工舎宏監修／加納由紀子・川原拓馬著
2010.11刊　Ａ５判・240ページ　本体2,200円＋税

ISBN978-4-322-11729-5　C2033　　A

企業力活性化の理論と実務
―経営資源評価の実践的アプローチ―

経営資源評価（Resource besed View）

という着眼点で企業力を評価し、活性化

していく実務について詳解。企業の業績

や競争優位の源泉として企業が保有する

内部資源に着目する理論を解説。中村裕昭著
2010.９刊　Ａ５判・上製・388ページ　本体3,800円＋税

ISBN978-4-322-11626-7　C2033　　A

債権回収の技術〈第3版〉
―交渉技法から法的戦術・サービサー活用まで―

債権回収の好評指南書、中小企業再生協

議会、裁判外紛争処理（ADR）、動産・

債権担保への対応等に加え、事業再生

ファンドの活用についての解説を加えて

待望の第３版。返済を迫るばかりが回収

ではない！

藤重良文監修／
濱本　茂・あおぞら債権回収株式会社著

2010.８刊　Ａ５判・300ページ　本体3,000円＋税
ISBN978-4-322-11628-1　C2033　　A
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通常再生の実務
Q&A120問
―全倒ネットメーリングリストの質疑から―

「全倒ネットメーリングリスト」におけ

る質疑を基に通常再生に係る128問を精

選・集約し、通常再生の現場から生まれ

た最新の実践的指針を提供。『破産実務』

『個人再生の実務』に続く好評のQ&Aシ

リーズ第３弾。

全国倒産処理弁護士ネットワーク編
2010.１刊行　Ａ５判・376ページ　本体3,400円＋税

ISBN978-4-322-11620-5　C2032　　C

破産管財の実務
〈改訂版〉
―破産手続の基本と実際―

第一東京弁護士会の破産法研究班の手に

よる、破産管財人実務の決定版。初版刊

行は1992年。今回の改訂版作成に当たっ

ては、2004年の破産法改正、2005年の会

社法制定など法改正をすべて反映した。第一東京弁護士会編
2010.４刊　Ａ５判・上製・676ページ　本体6,200円＋税

ISBN978-4-322-11519-2　C2032　　A

企業再生の会計と税務
〈第3版〉

企業再生は、企業実態を正確に把握する

ことから始まる。会計、税務の改正を踏

まえ、企業再生に関わる最新の会計、税

務のポイントを掲載。法的整理適用時の

税務の特例についてもQ&Aで詳説。税理士法人山田＆パートナーズ編
2009.12刊　Ａ５判・上製・408ページ　本体4,200円＋税

ISBN978-4-322-11512-3　C2033　　A

個人再生の実務
Q&A100問
―全倒ネットメーリングリストの質疑から―

倒産処理・再生実務において日常直面す

る諸問題の質疑が活発に行われている全

国倒産処理弁護士ネットワークのメーリ

ングリスト。その個人再生の実務に係る

成果を105問のQ&Aに精選・集約。全国倒産処理弁護士ネットワーク編
2008.11刊行　Ａ５判・264ページ　本体2,800円＋税

ISBN978-4-322-11378-5　C2032　　C

債権回収と企業再生
―整理回収機構10年の軌跡―

回収・再生業務における典型事例をピッ

クアップ、交渉から解決までを当事者の

証言により再現。破たん金融機関処理の

修羅場で培ってきた経験とノウハウをも

れなく明らかに。回収・再生に携わる実

務家に貴重なヒント・教訓が満載。

株式会社整理回収機構編
2007.10刊　Ａ５判・224ページ　本体1,900円＋税

ISBN978-4-322-11141-5　C2033　　A

事例に学ぶ
再生EXITの勘所
―ステークホルダー・マネジメントの要諦―

再生案件からのEXITのカギである利害関

係者間の調整、「ステークホルダー・マネ

ジメント」を詳説。代表的案件の分析から

利害関係者の相関を分析、必要な理念を浮

き彫り。「DESによる優先株式のEXIT」

を中心に再生EXITの達成手法を指南。

奥　総一郎著
2007.９刊　Ａ５判・244ページ　本体2,600円＋税

ISBN978-4-322-11122-4　C2033　　A
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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

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。

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　本体2,000円＋税

ISBN978-4-322-11000-5　C2032　　C

相続と債権保全対策
〈新版〉

融資先の死亡への対処方法、相続人の探

索方法、遺言の確認方法……。各種相続

手続の流れに沿って、債権者がとるべき

債権保全・回収のノウハウを詳解。倒産

法改正、民法改正、判例を反映して、あ

の名著が還ってきた。

鈴木正和・両部美勝著
2006.２刊　Ａ５判・236ページ　本体2,500円＋税

ISBN978-4-322-10833-0　C2032　　A

〈新金融実務手引シリーズ〉
事業再生と法的整理（上）

新倒産法制、会社法に基づき取引先の事

業再生・再編に対する債権者の対応を手

続ごとに明示。上巻では、法的整理のあ

らまし、民事再生、会社更生、合併・会

社分割・事業譲渡を取り上げ、各手続の

特徴、メリット・デメリットを詳述。

東京弁護士会金融取引法部編
2006.１刊　Ａ５判・284ページ　本体2,476円＋税

ISBN978-4-322-10822-4　C2032　　A

〈新金融実務手引シリーズ〉
事業再生と法的整理（下）

新倒産法制、会社法に基づき取引先の破

たん・整理に対する債権者の対応を手続

ごとに明示。下巻では、私的整理と同ガ

イドライン、破産、特別清算、特定調

停、国際倒産を取り上げ、各手続の特

徴、メリット・デメリットを詳述。

東京弁護士会金融取引法部編
2006.１刊　Ａ５判・248ページ　本体1,905円＋税

ISBN978-4-322-10823-1　C2032　　A

現場における
地域密着型金融

「地域密着型金融」と名を変えた第２ラ

ウンドのリレーションシップバンキン

グ。現場が関与することで地域金融機関

は再編の波に飲まれず、「生き残り」は

成る。本書はそのビジネスモデルを提示

する。

八代恭一郎著
2005.９刊　四六判・276ページ　本体2,000円＋税

ISBN978-4-322-10803-3　C2033　　A

論点解説
新破産法（上）

新破産法下で判断に迷う重要論点を厳

選、法学者、裁判官、弁護士が詳しく解

説。上巻では「総論」「担保権の処理」

「賃貸借契約」「請負契約その他の継続的

契約」「否認」「相殺」を取り上げ。全国倒産処理弁護士ネットワーク編
2005.１刊　Ａ５判・上製・324ぺージ　本体4,000円＋税

ISBN978-4-322-10657-2　C2032　　A
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論点解説
新破産法（下）

新破産法下で判断に迷う重要論点を厳

選、法学者、裁判官、弁護士が詳しく解

説。下巻では「財団債権の範囲」「自由

財産の範囲」「免責」「配当」「説明義

務・財産開示義務」「手続移行」「倒産犯

罪」を取り上げ。

全国倒産処理弁護士ネットワーク編
2005.２刊　Ａ５判・上製・288ぺージ　本体3,000円＋税

ISBN978-4-322-10658-9　C2032　　A

民 事 法

動産・債権譲渡登記の実務
〈第2版〉

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

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。

日本司法書士会連合会編
2016.９刊予定　Ａ５判・368ページ　本体3,000円＋税

ISBN978-4-322-12892-5　C2032　　C

実務ガイド
新・会社非訟〈増補改訂版〉
―会社非訟事件の実務と展望―

大阪地裁商事部の総力を結集した新・会

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。

松田　亨・山下知樹編／大阪商事研究会著
2016.３刊　Ａ５判・上製・512ページ　本体4,500円＋税

ISBN978-4-322-12871-0　C2032　　C

最新 根抵当権実務〈補訂版〉 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

訂版。

登記識別情報のQRコード形式にも対応

し、豊富な書式例でわかりやすく解説。

青山　修著
2016.３刊　Ａ５判・280ページ　本体2,700円＋税

ISBN978-4-322-12860-4　C2032　　C

注釈破産法（上） 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。

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　本体8,500円＋税

ISBN978-4-322-12833-8　C2032　　C
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注釈破産法（下） 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。

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・904ページ　本体8,500円＋税

ISBN978-4-322-12834-5　C2032　　C

〈KINZAIバリュー叢書〉
会社法入門

日ごろ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、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

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。

栗原　脩著
2015.12刊　四六判・312ページ　本体2,000円＋税

ISBN978-4-322-12830-7　C2033　　A

詳細　登記六法〈平成28年版〉 新たに制定された「動産・債権譲渡登記

事務取扱手続準則」、約50年ぶりに全面

改正された行政不服審査法を新規収録。

登記官、司法書士、土地家屋調査士、司

法書士試験受験生、土地家屋調査士受験

生は必携の書。

編集代表＝山野目章夫・筧康生・鈴木龍介
編集委員＝小田桐史治・田口真一郎・早川将和・
　　　　　大野静香・鈴木泰介・村瀬貴子
2015.11刊　Ｂ６ビニル特装・3,800ページ　本体5,600円＋税

ISBN978-4-322-12810-9　C2032　　C

金融機関のための
後見人の見方

「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。一般社団法人後見の杜著
2015.10刊　Ａ５判・176ページ　本体1,800円＋税

ISBN978-4-322-12811-6　C2032　　A

実務詳説
商標関係訴訟

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。

髙部眞規子著
2015.９刊　Ａ５判・上製・332ページ　本体3,600円＋税

ISBN978-4-322-12827-7　C2032　　C

逐条解説
不動産特定共同事業法

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。

松本岳人著
2015.９刊　Ａ５判・上製・440ページ　本体4,800円＋税

ISBN978-4-322-12820-8　C2032　　C
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詳解
シンジケートローンの法務

シローンの市場が急速に拡大するにつ

れ、実務の取扱い、法的論点の議論が蓄

積されてきたことに伴う全面改訂。現在

使用される契約条項例の検証、新たな論

点への対応等、シローンに関わる弁護

士、金融機関担当者、裁判官等必携の書。

青山大樹編著／佐藤正謙・丸茂　彰監修
2015.９刊　Ａ５判・上製・552ページ　本体5,000円＋税

ISBN978-4-322-12819-2　C2032　　C

〈KINZAIバリュー叢書〉
新しい相続法制の行方

相続法改正への視点は何か？　戦後５回

目となる相続法の大改正、四半世紀にわ

たり相続関係事件に関与してきた著者

が、「相続法制検討ワーキングチーム」

報告書と、「法制審議会民法（相続関係）

部会」での改正検討事項を平易に解説。

平田　厚著
2015.９刊　四六判・252ページ　本体1,600円＋税

ISBN978-4-322-12816-1　C2033　　A

裁判例でお答え
相続と遺言の相談25選

相続と遺言に関する不安や悩み、その解

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

りやすくアドバイス。相続人の調べ方や

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。

北野俊光著
2015.８刊　Ａ５判・216ページ　本体1,800円＋税

ISBN978-4-322-12824-6　C2032　　D

民法（債権関係）改正法案の
概要

民法（債権関係）改正法案の概要を客観

的にかつわかりやすく解説。研究教育、

実務に携わる人のみならず、民法を学ぶ

学生にとっても有益な内容。2014年11月

刊『民法（債権関係）の改正に関する要

綱仮案の概要』に大幅加筆。

潮見佳男著
2015.８刊　Ａ５判・348ページ　本体2,800円＋税

ISBN978-4-322-12823-9　C2032　　C

〈KINZAIバリュー叢書〉
ゼロからわかる
知的財産のしくみ

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。

土生哲也著
2015.８刊　四六・216ページ　本体1,800円＋税

ISBN978-4-322-12692-1　C2033　　A

新版
証拠保全の実務

証拠保全のバイブルを９年ぶりに全面刷

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。

森冨義明・東海林　保編著
2015.８刊　Ａ５判・上製・336ページ　本体4,000円＋税

ISBN978-4-322-12683-9　C2032　　A
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民事保全の実務
〈第３版増補版〉（上）

保全のバイブル３年ぶりの増補版。東京

地方裁判所民事第９部（保全部）の裁判

官と書記官が、各種保全命令の申立てか

ら保全執行までを詳説。上巻では、イン

ターネット関係仮処分、振替社債等を目

的とする仮差押手続などを増補。

八木一洋・関　述之編著
2015.７刊　Ａ５判・上製・616ページ　本体5,200円＋税

ISBN978-4-322-12677-8　C2032　　A

民事保全の実務
〈第３版増補版〉（下）

保全のバイブル３年ぶりの増補版。東京

地方裁判所民事第９部（保全部）の裁判

官と書記官が、各種保全命令の申立てか

ら保全執行までを詳説。下巻では、関係

書式や記載例を「資料編」として収録。八木一洋・関　述之編著
2015.７刊　Ａ５判・上製・544ページ　本体5,200円＋税

ISBN978-4-322-12678-5　C2032　　A

全訂第2版
詳解商業登記

1964年『詳解商業登記』として発刊され

て以来評価されてきた商業登記のバイブ

ルに、コーポレートガバナンスを強化す

るための平成26年改正会社法・関連省令

を盛り込み改訂。司法書士・弁護士・企

業の総務担当者必読の書。

筧　康生・神㟢満治郎・立花宣男＝編集代表
2015.７刊　Ａ５判・上製箱入り・2,444ページ　本体27,000円＋税

ISBN978-4-322-12640-2　C2032　　A

Q&A
平成26年改正会社法〈第２版〉

事実上義務化される社外取締役や企業統

治の在り方、多重代表訴訟などを一問一

答形式で解説。著者は会社法務の第一線

で活躍する大塚和成弁護士を中心とした

二重橋法律事務所。事業会社の経営者、

総務担当者など必読の書。

二重橋法律事務所編／
大塚和成・西岡祐介・高谷裕介編著

2015.４刊　Ａ５判・424ページ　本体3,500円+税
ISBN978-4-322-12643-0　C2032　　A

競売不動産評価の理論と実務
〈第２版〉

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」をこれまで以上に分かり

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。

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　本体4,900円+税

ISBN978-4-322-12634-1　C2032　　C

基礎からわかる供託 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。供託手続の流

れを３ステップで理解できる。供託を初

めて利用する方から司法書士・弁護士ま

で供託に関わるすべての方にとって必読

の書。

磯部慎吾著
2015.３刊　Ａ５判・324ページ　本体2,500円+税

ISBN978-4-322-12659-4　C2032　　A
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〈KINZAIバリュー叢書〉
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」―

世間の実相、事件当事者の思い、弁護士

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。

加藤新太郎著
2015.２刊　四六判・276ページ　本体1,800円+税

ISBN978-4-322-12620-4　C2033　　A

倒産法改正
150の検討課題

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。

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　本体3,500円+税

ISBN978-4-322-12625-9　C2032　　C

Q&A
商業登記利用案内

「商業登記の仕組みについて知りたいと

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

登記行政に携わってきた著者による解説

書。

土手敏行著
2014.９刊　Ａ５判・296ページ　本体2,800円+税

ISBN978-4-322-12583-2　C2032　　A

詳解信託判例
―信託実務の観点から―

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。

みずほ信託銀行・堀総合法律事務所編
2014.７刊　Ａ５判・上製・496ページ　本体6,000円+税

ISBN978-4-322-12570-2　C2032　　A

Q&A 消費者裁判手続特例法・
消費者契約法

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。

TMI総合法律事務所編／髙山崇彦編著
2014.７刊　Ａ５判・312ページ　本体2,800円+税

ISBN978-4-322-12563-4　C2032　　A

一問一答
改正不動産特定共同事業法

特別目的会社（SPC）による事業が可

能となり、投資活発化が期待される不動

産特定共同事業。立案担当官が法の基本

的な考え方から改正内容までを懇切丁寧

に解説。法・施行令・施行規則・ガイド

ラインの４段表も所収。

不動産特定共同事業法研究会編
執筆代表松本岳人
2014.６刊　Ａ５判・上製・480ページ　本体5,600円+税

ISBN978-4-322-12567-2　C2032　　C
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概説 被災借地借家法・
改正被災マンション法

東日本大震災を受けて制定された被災地借

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

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。

岡山忠広編著
2014.１刊　Ａ５判・224ページ　本体2,800円＋税

ISBN978-4-322-12392-0　C2032　　C

〈KINZAIバリュー叢書〉
日本の知財戦略

元経産省知的財産政策室長が知的財産権

法を鳥瞰し、現在の課題を含めて解説し

た1冊。知財のトピックを抽出し、今後

日本の企業がどのように知的財産権を考

えいけばよいかの道しるべになる。中原裕彦著
2013.12刊　四六判・240ページ　本体1,800円＋税

ISBN978-4-322-12103-2　C2033　　A

相続の登記実務
Q&A120問

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

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。

青山　修著
2013.12刊　Ａ５判・352ページ　本体3,400円＋税

ISBN978-4-322-12415-6　C2032　　C

域外適用法令のすべて 米・英・EU・中国（香港）の法令で、

域外適用によって日本企業の経済活動に

重大な影響を及ぼす可能性のある重要法

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。

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
2013.12刊　Ａ５判・上製・444ページ　本体4,200円＋税

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―

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。

第75回民事介入暴力対策広島大会実行委員会編
編集執筆主幹弁護士福永孝
2013.11刊　Ａ５判・上製・324ページ　本体2,400円＋税

ISBN978-4-322-12390-6　C2032　　C

3.11と弁護士：震災ADRの
900日

「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。

仙台弁護士会紛争解決支援センター編
2013.９刊　Ａ５判・216ページ　本体2,000円＋税

ISBN978-4-322-12388-3　C2032　　C
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〈KINZAIバリュー叢書〉
最近の不動産の話

今話題のサービス付き高齢者賃貸住宅、

レオパレス問題で注目されたサブリー

ス、定期借家住宅に関する契約実務など

不動産にまつわる最近の話題をコンパク

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。

吉田修平法律事務所著
2013.９刊　四六判・260ページ　本体1,600円＋税

ISBN978-4-322-12355-5　C2033　　A

SUMMARY　COURT
―ある日の簡易裁判所―

『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

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。

岩田和壽著
2013.８刊　Ａ５判・208ページ　本体1,800円＋税

ISBN978-4-322-12351-7　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

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。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　本体24,000円＋税

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―

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。坂井　豊・渡邉雅之著
2013.３刊　四六判・320ページ　本体1,800円＋税

ISBN978-4-322-12193-3　C2033　　A

実務詳説
特許関係訴訟〈第2版〉

2011年改正を踏まえ、初版を全面見直し。

新制度の解説、「第５章　契約関係訴訟

及び登録関係訴訟」を新設、「再審の訴え

等における主張の制限」に関しては実務

的視点からの法文解釈を展開、「訂正制

度」についても全面的に書き改めている。

髙部眞規子著
2012.11刊　Ａ５判・428ページ　本体4,500円＋税

ISBN978-4-322-12147-6　C2032　　C

〈KINZAIバリュー叢書〉
コーポレートガバナンス入門

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

構築を多角的に検討する。栗原　脩著
2012.10刊　四六判・236ページ　本体1,600円＋税

ISBN978-4-322-12164-3　C2033　　A
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逐条解説
投資法人法

会社法現代化に伴い整備が行われた際の

立案担当者が、趣旨・解釈を詳解。投資

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、

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。

額田雄一郎編著
2012.８刊　Ａ５判・492ページ　本体5,100円＋税

ISBN978-4-322-12149-0　C2032　　C

PFIの法務と実務
〈第2版〉

2020年までに11兆円以上の事業規模拡大

を目指す PFI の制度・実務を簡潔明瞭

に解説。公共施設運営権の創設、公共施

設等の対象の拡大、民間事業者による提

案制度、職員の派遣など平成23年改正法

を解説。

杉本幸孝監修／内藤滋・宮㟢圭生・幸田浩明編著
2012.７刊　Ａ５判・上製・660ページ　本体6,400円＋税

ISBN978-4-322-12115-5　C2032　　A

民事執行の実務〈第3版〉
債権執行編（上）

東京地方裁判所民事執行センターの裁判

官と書記官が長年の実務の蓄積と経験を

もとに、総力を結集したロングセラー、

執行実務の定本を最新情報に基づきリ

ニューアル。最新事例を織り込み、記載

例、関係通達もさらに充実。

東京地方裁判所民事執行センター実務研究会編著
2012.６刊　Ａ５判・上製・360ページ　本体4,000円＋税

ISBN978-4-322-12104-9　C2032　　A

民事執行の実務〈第3版〉
債権執行編（下）

債権執行の申立てから配当まで、実務上

の全論点について、統一的な解釈と東京

地方裁判所民事執行センターにおける実

際の運用・取扱いをQ&Aで詳解する。

裁判官、裁判所書記官、執行官、弁護

士、関係者待望の最新版。

東京地方裁判所民事執行センター実務研究会編著
2012.６刊　Ａ５判・上製・360ページ　本体4,000円＋税

ISBN978-4-322-12105-6　C2032　　A

民事執行の実務〈第3版〉
不動産執行編（上）

東京地方裁判所民事執行センターの裁判

官と書記官が長年の実務の蓄積と経験を

もとに、総力を結集したロングセラー、

執行実務の定本を最新情報に基づきリ

ニューアル。記載例、関係通達もさらに

充実。

東京地方裁判所民事執行センター実務研究会編著
2012.６刊　Ａ５判・上製・484ページ　本体5,000円＋税

ISBN978-4-322-12106-3　C2032　　A

民事執行の実務〈第3版〉
不動産執行編（下）

不動産競売の申立てから配当まで、実務

上の全論点について、東京地方裁判所民

事執行センターにおける実際の運用・取

扱いをQ&Aで詳解する。裁判官、裁判

所書記官、執行官、弁護士、関係者待望

の最新版。

東京地方裁判所民事執行センター実務研究会編著
2012.６刊　Ａ５判・上製・428ページ　本体5,000円＋税

ISBN978-4-322-12107-0　C2032　　A
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全訂
執行供託の理論と実務

第三債務者のする執行供託を中心に現行

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

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。

立花宣男編著
2012.６刊　Ａ５判・500ページ　本体5,000円＋税

ISBN978-4-322-11965-7　C2032　　A

「民法（債権関係）の改正に関する中間的な
論点整理」に対して寄せられた意見の概要

民法（債権関係）改正の中間的な論点整

理のパブコメに対して寄せられた意見に

ついて法務省民事局参事官室でまとめた

資料を掲載。パブコメを内容別に分類し

要旨を掲載。民法改正に関心のある研究

者、法曹、必携の資料。

一般社団法人金融財政事情研究会編
2012.４刊　Ａ５判・上製・3,168ページ　本体7,800円＋税

ISBN978-4-322-11990-9　C2032　　A

一般法人・公益法人の
ガバナンスQ&A

公益法人制度改革を経て、大きく変わっ

たガバナンスのあるべき姿がここに！豊

富なケース・スタディーを含む55問の

Q&Aで解説！102の裁判例を徹底分析！

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！

本村　健編集代表／佐藤弘康・梶谷　陽・赤根妙子・
徳田貴仁・宇治野壮歩編著

2012.３刊　A５判・344ページ　本体2,600円＋税
ISBN978-4-322-11968-8　C2032　　A

実務詳説
著作権訴訟

前作である『実務詳説　特許関係訴訟」

に引き続く、実務詳説シリーズの第2

弾！　前作同様、現役裁判官による法令、

判例、文献の分析に基づく、著作権訴訟

最前線での判断枠組みを詳解！　デジタ

ル化・国際化等最新論点も網羅！

髙部眞規子著
2012.１刊　Ａ５判・上製・440ページ　本体4,600円＋税

ISBN978-4-322-11981-7　C2032　　C

〈KINZAIバリュー叢書〉
原子力損害賠償の法律問題

「原子力発電に内在するリスク」「福島の

原発事故による損害賠償」から「核廃棄

物処分に関する法政策」まで主要論点を

網羅！　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。

卯辰　昇著
2012.１刊　四六判・224ページ　本体1,800円＋税

ISBN978-4-322-11974-9　C2033　　A

Q&A サービス付き
高齢者向け住宅のすべて

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。
吉田修平法律事務所編著

2011.12刊　Ａ５判・308ページ　本体2,800円＋税
ISBN978-4-322-11960-2　C2032　　A
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民 事 法

会社の資本と登記
―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―

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。立花宣男著
2011.11刊　Ａ５判・416ページ　本体3,800円＋税

ISBN978-4-322-11944-2　C2032　　A

〈KINZAIバリュー叢書〉
クラウドと法

「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！

近藤　浩・松本　慶著
2011.10刊　四六判・256ページ　本体1,800円＋税

ISBN978-4-322-11942-8　C2033　　A

不動産取引相談ハンドブック 日常的に不動産取引に出てくるテーマを

多く取り上げ、その解決法をすぐに役立

つ書式等を盛り込んでわかりやすく解

説。民法・商法だけでなく宅建業法や建

築基準法等の行政法規をカバーし、各種

取引に伴う税金についても解説。

西垣義明・吉田修平・山下清兵衛編著
2011.９刊　Ａ５判・256ページ　本体2,200円＋税

ISBN978-4-322-11919-0　C2032　　A

Q&A
震災と建物賃貸借

建物が全壊した場合や半壊した場合どう

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。

吉田修平法律事務所編著
2011.７刊　Ａ５判・204ページ　本体1,600円＋税

ISBN978-4-322-11917-6　C2033　　A

〈KINZAIバリュー叢書〉
最新保険事情

「消費者契約法と保険の関係」「法改正を

ふまえた約款改定」など、保険法立案に

携わった筆者がまとめた実務必携。「喫

煙による発症は免責される？」「顔のケ

ガに男女差を設けるのは憲法違反？」な

ど最新の話題をわかりやすく解説。

嶋寺　基著
2011.７刊　四六判・256ページ　本体1,800円＋税

ISBN978-4-322-11911-4　C2033　　A

震災法務Q&A
企業対応の実務

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！

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　本体2,800円＋税

ISBN978-4-322-11920-6　C2032　　C
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民 事 法

第三者委員会
―設置と運用―

第三者委員会とは、企業等において不祥

事が発覚した際に、真相の究明や報告、

再発予防計画の策定などを行う、当事者

から独立した委員会の総称。不祥事を類

型化し第三者委員会設置と運用方法の方

式をわかりやすく解説。

本村　健編集代表／
梶谷　篤・上島正道・髙山　梢編著

2011.５刊　Ａ５判・368ページ　本体2,800円＋税
ISBN978-4-322-11897-1　C2032　　A

詳説
改正割賦販売法

弁護士で経済産業省に出向しクレジット

行政に携わっていた著者による、政省

令・自主規制もカバーした詳細な解説

書。100項目以上にわたる「もう一歩前

へ」では、法令解釈上の疑問点などにつ

いて、さらに詳しい解説を行っている。

中崎　隆著
2010.９刊　Ａ５判・544ページ　本体3,500円＋税

ISBN978-4-322-11730-1　C2032　G

独占禁止法
〈第4版〉
―競争社会のフェアネス―

13年振りの全面改訂版、遂に刊行！

2009年改正に完全対応！

課徴金の適用範囲の拡大、不公正な取引

等に対する罰則強化、企業結合規制の見

直し、秘密保持義務違反への罰則強化、

その他各種ガイドラインに完全対応。

川越憲治著
2010.６刊　Ａ５判・488ページ　本体3,600円＋税

ISBN978-4-322-11016-6　C2033　　A

Q&A
会社法の実務論点20講

会社法解釈上の諸問題について、担当官

が明確な解答を提示。役員の任期、補欠

役員の予選、電子公告の公告期間など実

務上解釈が問題となる論点に加え、組織

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。

相澤　哲編著／松本　真・清水　毅・小松岳志・
澁谷　亮著

2009.12刊　Ａ５判・280ページ　本体2,800円＋税
ISBN978-4-322-11545-1　C2032　　C

利益相反の先例・判例と実務
〈全訂第3版〉

会社法などの法改正に対応して、７年ぶ

りの改訂。親権者と子（民法826条）、株

式会社と取締役（会社法356条、旧商法

265条）など利益相反行為に関する400余

の先例・判例を体系化し、実務の指針を

提供する。

中村　均著
2009.２刊　Ａ５判・564ページ　本体5,200円＋税

ISBN978-4-322-11370-9　C2032　　A

わかりやすい
民商法

金融取引、ビジネスだけでなく、生活全

般のルールを規定する民商法の要点を

100のポイントに絞り、簡潔かつ平易に

解説。めまぐるしく変わる社会や取引に

対応し、現代人として最低限守るべき行

為規範を示す。

松嶋　泰監修・著
2007.４刊　Ａ５判・468ページ　本体4,000円＋税

ISBN978-4-322-10993-1　C2032　　A
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民事法／経済・社会

不動産競売申立ての
実務と記載例〈全訂3版〉

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。

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　本体4,400円＋税

ISBN978-4-322-10673-2　C2032　　A

経済・社会

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―

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。

隈本正寛・松原義明著
2016.５刊　Ａ５判・172ページ　本体1,600円＋税

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―

クボタ、リンナイ、京都銀行、小林製

薬、MonotaRO、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。

川北英隆・奥野一成編著
2016.４刊　Ａ５判・228ページ　本体1,700円＋税

ISBN978-4-322-12854-3　C2033　　A

〈KINZAIバリュー叢書〉
関西から巻き返す日本経済

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

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。

荒木秀之著
2016.３刊　四六判・260ページ　本体2,000円＋税

ISBN978-4-322-12858-1　C2033　　A

市場の動きを見極める
経済指標の見方
―金融商品投資・相談で知っておくべき知識―

景気の変化を吟味し、マーケットの潮流

をつかむための指標を厳選。テレビ・新

聞でよく見聞きする経済指標の特徴と読

み解き方をトップエコノミストが解説。金

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。

嶌峰義清著
2016.３刊　四六判・256ページ　本体1,800円＋税

ISBN978-4-322-12852-9　C2033　　A
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経済・社会

顧客を観よ
―金融デジタルマーケティングの新標準―

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

るサービスの本質を説く。マーケティン

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。

宮坂　祐著
2016.２刊　Ａ５判・144ページ　本体1,600円＋税

ISBN978-4-322-12853-6　C2033　　A

信頼を築く面談力
―「また会いたい」と思われる人の聴き方・話し方―

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。

厚美尚武・紀伊信之著
2015.11刊　四六判・232ページ　本体1,700円＋税

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―

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

済」「国際貿易と外国為替」の三部構

成・計26講を収録。

大野忠士著
2015.10刊　Ａ５判・376ページ　本体3,800円＋税

ISBN978-4-322-12814-7　C2033　　A

〈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

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。

馬渕治好著
2015.10刊　四六判・308ページ　本体1,800円＋税

ISBN978-4-322-12822-2　C2033　　A

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

豊富な事例に基づき、相続に係る様々な

ケースを網羅。Q&A方式でわかりやす

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。

中　都志子　著
2015.９刊　Ａ５判・232ページ　本体1,800円＋税

ISBN978-4-322-12835-2　C2033　　D

視点を変える
―仕事で成功する発想法―

仕事で成功するには、いかなる発想法が

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

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。

澁谷耕一著
2015.８刊　四六判・上製・164ページ　本体1,750円＋税

ISBN978-4-322-12687-7　C2033　　A
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経済・社会

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―

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。

大久保　豊監修／尾藤　剛著
2015.５刊　Ａ５判・228ページ　本体1,850円＋税

ISBN978-4-322-12676-1　C2033　　A

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

制度開始に向けた準備に必要な情報が不

足し錯綜するなか、2015年３月末までに

公表された法令・GL等に基づく、金融

機関のための最新「義務的対応」ガイ

ド。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。

大野博堂・山田英二著
2015.７刊　Ａ５判・232ページ　本体2,000円＋税

ISBN978-4-322-12685-3　C2033　　A

京都企業が世界を変える
―企業価値創造と株式投資―

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。

川北英隆・奥野一成編著
2015.５刊　Ａ５判・304ページ　本体2,500円+税

ISBN978-4-322-12673-0　C2033　　A

いまこそ 政府投資 拡大へ 『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

が真の幸福を実現するために、政府は増

税を原資に人的資本への政府投資を増や

すべきと説く。

福島清彦著
2015.４刊　Ａ５判・192ページ　本体1,800円+税

ISBN978-4-322-12663-1　C2033　　A

外資系金融の
シンプルプレゼン術

「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

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。

剣崎優人著
2015.４刊　Ａ５判・96ページ　本体1,000円+税

ISBN978-4-322-12664-8　C2033　　A

これだけは知っておきたい
国際金融

銀行・シンクタンクで30年近く市場を

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

師やテレビコメンテーターとしても活躍

する著者ならではの軽妙なタッチと斬新

な切り口で、国際金融を理解できる。

高田　創著
2015.４刊　Ａ５判・284ページ　本体2,500円+税

ISBN978-4-322-12632-7　C2033　　A
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経済・社会

世界の中央銀行
欧州中央銀行の金融政策

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

運営や危機対応を大胆に総括。量的緩和

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。

河村小百合著
2015.１刊　四六判・308ページ　本体2,800円+税

ISBN978-4-322-12594-8　C2033　　A

CFA®受験ガイドブック
レベルⅠ〈第3版〉
―学習の手引き＆試験のポイント―

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。

大野忠士著
2014.10刊　Ａ５判・444ページ　本体4,000円+税

ISBN978-4-322-12579-5　C2033　　A

CFA®受験ガイドブック
レベルⅡ

世界標準の証券アナリスト資格である

CFA®に関する日本語唯一の参考書の

レベルⅡ試験対応版。圧倒的な支持を得

ている参考書「Stalla Review for the 

CFA®Exams」から、つまずきやすい

問題を精選・解説。

CFAJ監修／大野忠士著
2006.12刊　Ａ５判・468ページ　本体5,000円＋税

ISBN978-4-322-10922-1　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

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

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。

田中隆之著
2014.９刊　四六判・280ページ　本体2,500円+税

ISBN978-4-322-12569-6　C2033　　A

世界の中央銀行
イングランド銀行の金融政策

インフレ・ターゲティング政策、新金融

調節方式に焦点を当てつつ、イングラン

ド銀行（BOE）の金融政策を徹底解説。

日銀など各国中央銀行の金融政策（量的

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。

斉藤美彦著
2014.６刊　四六判・216ページ　本体1,850円+税

ISBN978-4-322-12560-3　C2033　　A

〈KINZAIバリュー叢書〉
人生のリスク管理

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

関するリスクを自身の体験談を交えて明

解。「不安の種」を取り除くクスリに。松尾直彦著
2014.２刊　四六判・240ページ　本体1,500円＋税

ISBN978-4-322-12431-6　C2033　　A
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経済 金融 トレンドに強くなる
〈第２版〉

同タイトルの第２版。経済・金融環境の

大きな変化に対応し、全面的に書き直す

とともに、アベノミクス、円安進行、

シェール革命、女性社会進出等、新たな

テーマを追加。ワンランク上の知識が習

得できる実務指南書。

三菱UFJリサーチ＆コンサルティング調査部著／
五十嵐敬喜監修

2014.１刊　Ａ５判・264ページ　本体1,600円＋税
ISBN978-4-322-12399-9　C2033　　B

スペシャリストからプロフェッショナルへ
生き残る司法書士の条件

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、新しい職務領域の拡大、規制

緩和、事務所の法人化等、激動する昨今の状況

下で、司法書士が社会のなかで今後どのような

役割を果たすことができるかについて、提言。

山口　毅著
2014.１刊　Ａ５判・200ページ　本体1,500円＋税

ISBN978-4-322-12425-5　C2032　　C

〈KINZAIバリュー叢書〉
中国現地法人の
出口戦略と撤退実務

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。

前川晃廣著
2014.１刊　四六判・188ページ　本体1,600円＋税

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

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。

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　本体1,800円＋税
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―

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。

滝川秀則著
2013.12刊　四六判・224ページ　本体1,800円＋税

ISBN978-4-322-12394-4　C2033　　A

国債膨張の戦後史
―1947−2013現場からの証言―

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

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

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。

米澤潤一著
2013.12刊　四六判・上製・204ページ　本体1,800円＋税

ISBN978-4-322-12395-1　C2033　　A
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補助金の申請と会計・税務 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

までをやさしく解説。東北復興のための

グループ補助金にも対応。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　本体2,800円＋税

ISBN978-4-322-12382-1　C2033　　A

ホントは世界で一番豊かな国 日本
―成長幻想を打ち壊した国連調査―

「成長戦略」は日本をミスリードする⁉　

話題図書『暮らしの質を測る』（2012年

当会刊）で紹介の考え方に基づく最新国

連調査が浮き彫りにした日本の実相。経

済成長率至上主義から脱し国民幸福の極

大化を目指せと提言する。

福島清彦著
2013.９刊　Ａ５判・164ページ　本体1,700円＋税

ISBN978-4-322-12364-7　C2033　　A

信頼される
リーダーへの道

社会的・経済的に閉塞感のある今、リー

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

のリーダー全般および目指している人達

への大局観ある経営学の教示。

加藤浩康著
2013.７刊　Ａ５判・192ページ　本体1,500円＋税

ISBN978-4-322-12158-2　C2033　　B

〈KINZAIバリュー叢書〉
自己変革
―世界と戦うためのキャリアづくり―

マネジメントとして日米欧の企業文化を

経験した著者が、企業で働くだれもが潜

在的に求める「自己変革」のきっかけを

提供する。自身の価値を高めるためのヒ

ントが満載。今後のキャリア形成を考え

るすべての社会人必読の書。

岡村　進著
2013.５刊　四六判・212ページ　本体1,400円＋税

ISBN978-4-322-12314-2　C2033　　A

〈KINZAIバリュー叢書〉
金融英文700選

金融英語の上達を目指す方を対象とした

英文集（本文２色刷り）。英字新聞・英

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。

各キーワードを含むセンテンスを、内容

と構文・語句の両方の観点から厳選。

砺波　元著
2013.４刊　四六判・220ページ　本体1,600円＋税

ISBN978-4-322-12320-3　C2033　　A

〈KINZAIバリュー叢書〉
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―

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。

土生哲也著
2013.４刊　四六判・248ページ　本体1,400円＋税

ISBN978-4-322-12311-1　C2033　　A
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〈KINZAIバリュー叢書〉
日米欧の
住宅市場と住宅金融

日米欧の住宅金融市場を俯瞰し、今後の

日本の住宅金融市場を明らかにする。日

本の住宅金融市場の歴史を振り返り、構

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。

独立行政法人　住宅金融支援機構　調査部編著
2013.４刊　四六判・324ページ　本体1,800円＋税

ISBN978-4-322-12315-9　C2033　　A

〈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―

元特捜検事が実践的な社内調査ノウハウ

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！

中村　勉著
2013.４刊　四六判・228ページ　本体1,600円＋税

ISBN978-4-322-12308-1　C2033　　A

ミャンマー開国
―その経済と金融―

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。

川村雄介監修・著／大和総研著
2013.３刊　Ａ５判・上製・200ページ　本体2,000円＋税

ISBN978-4-322-12189-6　C2033　　A

最新
中国金融・資本市場

成長と変貌著しい中国の資本市場に焦点

を当て、通貨、株式・債券取引市場、新

興市場や中小企業金融、金融自由化の行

方など、中国資本市場の現状ならびに今

後の発展過程を考察する。

川村雄介監修・著／
公益財団法人日本証券経済研究所編
2013.２刊　Ａ５判・上製・348ページ　本体3,200円＋税

ISBN978-4-322-12186-5　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―

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

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。

新保恵志編著
2012.12刊　Ａ５判・316ページ　本体3,000円＋税

ISBN978-4-322-12153-7　C2033　　A

政治の考え方 国会という政治の現場に身を置き、国民

が求める「統治・議会・政治」体制の具

現化を探求してきた筆者が、歴史認識を

尊重しつつ「三権分立」の思想を軸に

「統治の最善を求めるべき政治の真の姿」

を明らかにした現代政治学のバイブル。

向大野新治著
2012.12刊　Ａ５判・上製・324ページ　本体2,600円＋税

ISBN978-4-322-12170-4　C2031　　B
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奥田シェフ・藤原浩氏もおすすめ
庄内レストランガイド

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。

やまぎん情報開発研究所著
2012.11刊　Ａ５判・136ページ　本体1,500円＋税

ISBN978-4-322-12157-5　C2026　　B

感謝する力
澁谷流―輝く未来の見つけ方—

「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。

澁谷耕一著
2012.11刊　四六判・上製・164ページ　本体1,400円＋税

ISBN978-4-322-12131-5　C2033　　A

〈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―

2012年４月に成立した「郵政民営化法等

の一部を改正する等の法律」をベースと

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！

郵政改革研究会著
2012.９刊　四六判・160ページ　本体1,400円＋税

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―

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

紹介しつつ解説。企業や自治体の危機管

理・防災担当者必読の書。山村武彦著
2012.９刊　四六判・236ページ　本体1,300円＋税

ISBN978-4-322-12143-8　C2033　　A

「弱者」はなぜ救われないのか
―貸金業法改正に見る政治の失敗―

「弱者救済」という無垢の善意が生んだ

「規制」が、逆に弱者の足かせとなっ

て、弱者をさらに弱い立場に追い込む現

実を、2006年の貸金業法の改正を主な題

材として明らかにする。著者は元国会議

員。改正した当事者による問題作。

増原義剛著
2012.９刊　四六判・200ページ　本体1,500円＋税

ISBN978-4-322-12161-2　C2033　　G

〈KINZAIバリュー叢書〉
ビジネスリーダーの
フィロソフィー

「なぜ企業の不祥事が起こるのか」「世界

の中の日本のあり方」「これからの日本

のリーダー像」など、ビジネス倫理、日

本社会の方向性、リーダーのあり方につ

いて検討し、教養や歴史の知識に裏打ち

された戦略的思考を磨く。

高橋文郎著
2012.８刊　四六判・176ページ　本体1,400円＋税

ISBN978-4-322-12130-8　C2033　　A
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躍動する環境ビジネス
―地球温暖化対策の新展開―

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

具体的に紹介。澤山　弘著
2012.７刊　Ａ５判・300ページ　本体2,600円＋税

ISBN978-4-322-12128-5　C2033　　A

プロが教える
伝わる文章、伝える文章

元読売新聞社会部記者・論説副委員長の

筆者が、「月報司法書士」（2008年）で執

筆した連載記事をもとに加筆・修正を加

えた。様々なビジネスの場面で役立つ

「伝わる文章」の書き方指南書。德永文一著
2012.７刊　Ａ５判・160ページ　本体1,500円＋税

ISBN978-4-322-12137-7　C2033　　C

〈KINZAIバリュー叢書〉
中国ビジネス必携
―大陸へ赴く侍たちへ―

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。

菅野真一郎著
2012.５刊　四六判・348ページ　本体1,800円＋税

ISBN978-4-322-11987-9　C2033　　A

〈KINZAIバリュー叢書〉
「売れる仕組み」のつくり方
―マーケティングはおもしろい！―

マーケティングの考え方と知識を、実生

活（主にビジネス）においていかに活用

するかという点に主眼を置き、わかりや

すく解説。マーケティングに関する基本

的な概念・事柄から論じているマーケ

ティングの入門書。

中島　久著
2012.４刊　四六判・188ページ　本体1,400円＋税

ISBN978-4-322-12101-8　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―

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

ルコジ前フランス大統領の前文付。

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　本体1,800円＋税
ISBN978-4-322-11975-6　C2033　　A

基礎からわかる
医療施設の経営・財務管理

医療施設の経営・財務管理という分野に

スポットを当て、さまざまな側面をわか

りやすく網羅的に解説。医療施設の財務

管理手法についての基礎的な知識を習得

できるとともに、即、実務に役立てるこ

とが可能。

石尾　肇著
2012.３刊　Ａ５判・356ページ　本体3,200円＋税

ISBN978-4-322-11958-9　C2033　　A
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あすにかける
―中央銀行の栄光と苦悩―

英国金融庁で要職を務めた著者が、中央

銀行の歴史や法制上の経緯・事実などに

具体的に言及。政策当局の視点からの解

説も盛り込んでいるので、金融危機と政

策対応に関する文献としての価値も高い。

ハワード・デイビス、デイビッド・グリーン著／
井上哲也訳
2012.２刊　Ａ５判・上製・440ページ　本体4,000円＋税

ISBN978-4-322-11753-0　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―

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。森信茂樹・河本敏夫著
2012.２刊　四六判・208ページ　本体1,600円＋税

ISBN978-4-322-11969-5　C2033　　A

防災・危機管理の再点検
―進化するBCP（事業継続計画）―

東日本大震災を教訓に、BCP 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

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。

山村武彦著
2012.１刊　四六判・292ページ　本体1,800円＋税

ISBN978-4-322-11962-6　C2033　　A

地震保険制度 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

論点を整理しわかりやすく解説する。
高橋康文著

2012.１刊　Ａ５判・264ページ　本体2,400円＋税
ISBN978-4-322-11952-7　C2033　　A

〈KINZAIバリュー叢書〉
金融危機の本質
―英米当局者７人の診断―

「金融消費者保護」から「ネットワー

ク・サイエンス」まで、金融先進国の当

局で議論されている金融規制の最先端！

もっとも影響力のある当局者7人の語る

金融システムの近未来像が、ここに明ら

かに！

石田晋也著
2011.11刊　四六判・260ページ　本体1,600円＋税

ISBN978-4-322-11945-9　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―

小泉政権によって実現された「郵政民営

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。郵政改革研究会著
2011.11刊　四六判・236ページ　本体1,400円＋税

ISBN978-4-322-11940-4　C2033　　A
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CFA®受験のための
ファイナンス講義
―計量分析編―

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の

が効率的である。日本語による初の解説

書である。

大野忠士著
2011.９刊　Ａ５判・268ページ　本体3,000円＋税

ISBN978-4-322-11909-1　C2033　　A

考えるヒント
―外から見た日本―

「世界から掘り起こして日本を書いた」

まさに「考えるヒント」的提言集。政策

そのものではなく、思考経路においてヒ

ントや閃きを引き出すきっかけになる著

者ならではの造詣深い洞察が満載。小山嘉昭著
2011.８刊　Ａ５判・312ページ　本体2,800円＋税

ISBN978-4-322-11934-3　C2033　　A

概説
金融機関のためのIFRS
―導入と影響―

ビジネスと経営管理の面からIFRSへ戦

略的に対応する経営への転換を、いかに

効率的に進めていくかという視点から、

アドバイザリーサービスの経験豊富な執

筆陣が総力を結集して、わかりやすく解

説。

有限責任あずさ監査法人 金融本部著
2011.７刊　Ａ５判・256ページ　本体2,400円＋税

ISBN978-4-322-11871-1　C2033　　A

〈KINZAIバリュー叢書〉
経営者心理学入門

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

集も満載！澁谷耕一著
2011.４刊　四六判・240ページ　本体1,800円＋税

ISBN978-4-322-11758-5　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―〔１〕

経営者インタビューの記録。ブラザー工

業相談役　安井義博氏／旭化成常任相談

役　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

原　誠編著
2011.３刊　四六判・260ページ　本体1,800円＋税

ISBN978-4-322-11754-7　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―〔２〕

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　細谷英二氏／デ

ンソー相談役　岡部弘氏／帝人取締役会

長　長島徹氏

原　誠編著
2011.３刊　四六判・252ページ　本体1,800円＋税

ISBN978-4-322-11755-4　C2033　　A
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〈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〕

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　千宗守

氏／パナソニック元副社長　川上徹也氏

原　誠・小寺智之編著
2011.３刊　四六判・268ページ　本体1,800円＋税

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〕

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。

原　誠編著
2013.５刊　四六判・224ページ　本体1,600円＋税

ISBN978-4-322-12198-8　C2033　　A

Q&A
アメリカ金融改革法
―ドッド＝フランク法のすべて―

リーマンショック後の金融安定化に向

け、アメリカのオバマ大統領が制定に尽

力したドッド＝フランク法のポイント

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。

松尾直彦著
2010.12刊　Ａ５判・392ページ　本体3,400円＋税

ISBN978-4-322-11748-6　C2033　　A

ケーススタディでみる
IFRS

上場企業については、2015年にもIFRS

による決算報告が義務付けられる見通し

であり、先行する欧州や韓国等の実例を

用いることで、具体的な実務をイメージ

できる解説書。経理・財務担当者、公認

会計士、税理士、必読の書である。

杉本徳栄監修／仰星監査法人編著
2010.11刊　Ａ５判・上製・724ページ　本体4,400円＋税

ISBN978-4-322-11732-5　C2033　　A

金融所得一体課税の推進と
日本版IRAの提案

投資の時代にふさわしい金融税制の構築

を！平成22年度税制改正大綱で示され

た「金融所得の一体課税」の具体的プラ

ンを示しつつ、公的年金･企業年金を補

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。

森信茂樹編著／
金融税制研究会・NTTデータ経営研究所著

2010.８刊　Ａ５判・136ページ　本体1,800円＋税
ISBN978-4-322-11690-8　C2033　　A

グッド・バリュー
―社会人に求められる“価値観”とは―

著者のように教養が深く人の心を大切に

するリーダーが数多く現れるようになれ

ば、金融経済活動にも、金融資本市場に

も「インテグリティ」の実像が浮かび上

がると期待させる、心に沁みる一冊。

スティーブン・Ｋ・グリーン著／山田晴信監訳／
石田安実・星久美子訳
2010.８刊　Ａ５判・上製・284ページ　本体2,400円＋税

ISBN978-4-322-11627-4　C2033　　A
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Q&A
金融機関のIFRS対応

IFRS導入と広がりの経緯、運用に際し

て主要国間で議論された論点を整理し、

金融機関が直面する課題を、62項目の

Q&Aにより概説。
野村総合研究所IFRSタスクフォース編著

2010.７刊　Ａ５判・232ページ　本体2,200円＋税
ISBN978-4-322-11682-3　C2033　　A

実践! 地域再生の経営戦略
〈改訂版〉
―全国36のケースに学ぶ“地域経営”―

地域の自立に向けた全国36の地域振興

プロジェクトを経験豊富な地域企画のエ

キスパートが独自の視点で徹底分析。成

功しているプロジェクトには共通した要

素が存在する。地域再生・地域振興に取

り組む方々へ贈る実践事例集。

株式会社日本政策投資銀行地域企画チーム編著
2010.２刊　Ａ５判・352ぺージ　本体2,600円＋税

ISBN978-4-322-11549-9　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―

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

解説したもの。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ます。

大野忠士著
2009.12刊　Ａ５判・496ページ　本体4,000円＋税

ISBN978-4-322-11531-4　C2033　　A

Q&A
格付けの仕組み
―“準公共財”としての格付けのゆくえ―

今回のグローバル金融危機の誘因の一つ

に挙げられている格付けについて、47

のQ&Aで解説。格付利用者が押さえて

おくべきポイントが満載。金融と金融取

引（金融商品）に対する格付けとそれを

行う格付会社の構造的な問題も明らかに。

三國仁司著
2009.９刊　Ａ５判・276ページ　本体2,800円＋税

ISBN978-4-322-11431-7　C2033　　A

Q&A 監査のための
統計的サンプリング入門〈改訂版〉
―すぐに使えるCD-ROM付―

「発見サンプリング」を追加し、「実施基

準」「金融庁Q&A」に対応した最新版。

Q&A 形式で統計的サンプリングの理

論、サンプリングリスクの考え方を平易

に解説。付録CD-ROMはサンプル数や

棄却域の算出、シミュレーションが可能。

富田竜一・西山　都・石原佳和著
2009.６刊　Ａ５判・424ページ　本体4,200円＋税

ISBN978-4-322-11428-7　C2033　　A

すべての経営者・内部監査人へ捧げる
内部監査を活かす術
―プロがあかす監査業務の38の極意―

内部監査に興味をもつ人、新たに配属さ

れた監督担当者、部員の指導研修の責任

者を対象とした、内部監査を理解する上

で覚えておくべき箴言の数々。専門書に

はない“生”の内部監査がイメージでき

る。

近藤利昭著
2008.８刊　四六判・168ページ　本体1,500円＋税

ISBN978-4-322-11316-7　C2033　　A
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ビジネス財務はじめの一歩
―経営をイメージする財務―

本書では、企業財務を、“作る財務（経

理部的観点）”や“読む財務（金融機関

の財務分析）”という視点ではなく、「企

業経営に活かす財務」という視点から捉

えようと試みている。財務リテラシー向

上のための１冊。

吉田　聡著
2008.７刊　Ａ５判・116ページ　本体1,000円＋税

ISBN978-4-322-11303-7　C2033　　A

中小企業「格付け」取得の時代
〈第2版〉
―中小企業専用「日本SME格付け」の効用とその実際―

世界的な格付け機関のS&P社と日本リ

スク・データ・バンク社が、2005年12月

に共同開発した世界初の中堅・中小企業

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。

大久保　豊・稲葉大明編著
2008.６刊　四六判・176ページ　本体1,400円＋税

ISBN978-4-322-11315-3　C2033　　A

中小企業会計指針適用で
決算書の品質を高める
―会社法、税法、会計の複眼的視点でみる企業の“素顔”―

「中小企業の会計に関する指針」の適用

に関するチェックリストに沿って、中小

企業の決算書の“素顔”を浮き彫りに。

「指針」に準拠した決算書がどのように

変貌していくかを、beforeとafterとい

うスタイルで解説する。

河野　勉・髙田順三・鈴木信二著
2008.４刊　Ａ５判・292ページ　本体2,600円＋税

ISBN978-4-322-11280-1　C2033　　A

なるほど、
これが「内部統制」か!
―ミドルマネジメントのためのERM（統合的リスク管理）事始め―

内部統制とは、基本的には、“今、行っ

ていることを第三者にキッチリとわかっ

てもらうようにする”ことです。自らの

行動の座標軸として、「内部統制」を自

分自身で理解しておくために、ミドルマ

ネジメントにおすすめ。

水島　正著
2008.２刊　四六判・216ページ　本体1,800円＋税

ISBN978-4-322-11181-1　C2033　　A

中小企業のための
種類株式の活用法
―会社法で変わる事業承継対策―

会社法で議決権制限株式などの種類株式

が創設されたが、これらは中小企業や事

業承継対策にも十分、活用可能なもの。

本書では、これら種類株式の実効性の高

い活用策を、チャートを利用しわかりや

すく提示している。

都井清史著
2008.２刊　Ａ５判・160ページ　本体1,600円＋税

ISBN978-4-322-11164-4　C2033　　A

本当に使える
企業防災・危機管理マニュアルのつくり方
―被災現場からみつめたBCP―

形式的な防災・危機管理マニュアルで

は、実際の災害時には役に立たない！災

害現場からみた本当に使えるマニュアル

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。

山村武彦著
2006.７刊　四六判・240ページ　本体1,800円＋税

ISBN978-4-322-10931-3　C2033　　A
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中国における
経済政策決定メカニズム
―景気過熱、金融改革、人民元はどうなるのか―

中国を世界第２位の経済大国に導いた

「胡錦涛・温家宝」政権。その政策決定

メカニズムを第一線で中国経済を分析し

ていた著者が詳しく解説。巻末資料には

中国政府重要機関に関する各種資料を掲

載。

大西　靖著
2005.８刊　Ａ５判・192ページ　本体1,800円＋税

ISBN978-4-322-10795-1　C2033　　A

資格試験
〈2016年度版〉FP技能検定教本１級
１分冊
ライフプランニングと資金計画／リスク管理

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。

きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター編著
2016.７刊予定　Ｂ５判・264ページ　本体4,000円+税

ISBN978-4-322-12926-7　C2033　　D

〈2016年度版〉FP技能検定教本１級
2分冊
金融資産運用

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。

きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター編著
2016.７刊予定　Ｂ５判・264ページ　本体4,000円+税

ISBN978-4-322-12927-4　C2033　　D

〈2016年度版〉FP技能検定教本１級
3分冊
年金・社会保険

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。

きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター編著
2016.７刊予定　Ｂ５判・192ページ　本体4,000円+税

ISBN978-4-322-12928-1　C2033　　D

〈2016年度版〉FP技能検定教本１級
4分冊
不動産

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４分冊の

テキストと同一内容です。

きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター編著
2016.７刊予定　Ｂ５判・204ページ　本体4,000円+税

ISBN978-4-322-12929-8　C2033　　D
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〈2016年度版〉FP技能検定教本１級
5分冊
タックスプランニング

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。

きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター編著
2016.７刊予定　Ｂ５判・288ページ　本体4,000円+税

ISBN978-4-322-12930-4　C2033　　D

〈2016年度版〉FP技能検定教本１級
6分冊
相続・事業承継

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。

きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター編著
2016.７刊予定　Ｂ５判・240ページ　本体4,000円+税

ISBN978-4-322-12931-1　C2033　　D

〈’１6〜’１7年版〉FP技能検定教本２級
１分冊　
ライフプランニングと資金計画/リスク管理

最新の出題傾向を踏まえて、見やすいレ

イアウト・構成で効率的に学習に取り組

めるようポイントを絞り、重要な箇所等

が一目でわかるようになっています。本

書はきんざいが実施する通信講座のテキ

ストと同一内容です。

きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター編著
2016.６刊予定　Ｂ５判・336ページ　本体1,905円+税

ISBN978-4-322-12932-8　C2033　　D

〈’１6〜’１7年版〉FP技能検定教本２級
2分冊　
金融資産運用

最新の出題傾向を踏まえて、見やすいレ

イアウト・構成で効率的に学習に取り組

めるようポイントを絞り、重要な箇所等

が一目でわかるようになっています。本

書はきんざいが実施する通信講座のテキ

ストと同一内容です。

きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター編著
2016.６刊予定　Ｂ５判・236ページ　本体1,905円+税

ISBN978-4-322-12933-5　C2033　　D

〈’１6〜’１7年版〉FP技能検定教本２級
3分冊　
タックスプランニング

最新の出題傾向を踏まえて、見やすいレ

イアウト・構成で効率的に学習に取り組

めるようポイントを絞り、重要な箇所等

が一目でわかるようになっています。本

書はきんざいが実施する通信講座のテキ

ストと同一内容です。

きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター編著
2016.６刊予定　Ｂ５判・340ページ　本体1,905円+税

ISBN978-4-322-12934-2　C2033　　D

〈’１6〜’１7年版〉FP技能検定教本２級
4分冊　
相続・事業承継

最新の出題傾向を踏まえて、見やすいレ

イアウト・構成で効率的に学習に取り組

めるようポイントを絞り、重要な箇所等

が一目でわかるようになっています。本

書はきんざいが実施する通信講座のテキ

ストと同一内容です。

きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター編著
2016.６刊予定　Ｂ５判・296ページ　本体1,905円+税

ISBN978-4-322-12935-9　C2033　　D
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〈’１6〜’１7年版〉FP技能検定教本２級
5分冊　
年金・社会保険

最新の出題傾向を踏まえて、見やすいレ

イアウト・構成で効率的に学習に取り組

めるようポイントを絞り、重要な箇所等

が一目でわかるようになっています。本

書はきんざいが実施する通信講座のテキ

ストと同一内容です。

きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター編著
2016.６刊予定　Ｂ５判・200ページ　本体1,905円+税

ISBN978-4-322-12936-6　C2033　　D

〈’１6〜’１7年版〉FP技能検定教本２級
6分冊　
不動産

最新の出題傾向を踏まえて、見やすいレ

イアウト・構成で効率的に学習に取り組

めるようポイントを絞り、重要な箇所等

が一目でわかるようになっています。本

書はきんざいが実施する通信講座のテキ

ストと同一内容です。

きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター編著
2016.６刊予定　Ｂ５判・216ページ　本体1,905円+税

ISBN978-4-322-12937-3　C2033　　D

〈’１6〜’１7年版〉FP技能検定教本２級
7分冊　
総合演習（個人資産相談業務・実技編）

最新の出題傾向を踏まえて、見やすいレ

イアウト・構成で効率的に学習に取り組

めるようポイントを絞り、重要な箇所等

が一目でわかるようになっています。本

書はきんざいが実施する通信講座のテキ

ストと同一内容です。

きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター編著
2016.６刊予定　Ｂ５判・208ページ　本体1,905円+税

ISBN978-4-322-12938-0　C2033　　D

〈’１6〜’１7年版〉FP技能検定教本２級
7分冊　
総合演習（中小事業主資産相談業務・実技編）

最新の出題傾向を踏まえて、見やすいレ

イアウト・構成で効率的に学習に取り組

めるようポイントを絞り、重要な箇所等

が一目でわかるようになっています。本

書はきんざいが実施する通信講座のテキ

ストと同一内容です。

きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター編著
2016.６刊予定　Ｂ５判・204ページ　本体1,905円+税

ISBN978-4-322-12939-7　C2033　　D

〈’１6〜’１7年版〉FP技能検定教本２級
7分冊　
総合演習（生保顧客資産相談業務・実技編）

最新の出題傾向を踏まえて、見やすいレ

イアウト・構成で効率的に学習に取り組

めるようポイントを絞り、重要な箇所等

が一目でわかるようになっています。本

書はきんざいが実施する通信講座のテキ

ストと同一内容です。

きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター編著
2016.６刊予定　Ｂ５判・156ページ　本体1,905円+税

ISBN978-4-322-12940-3　C2033　　D

〈’１6〜’１7年版〉FP技能検定教本3級
上巻
ライフプランニングと資金計画／リ
スク管理／金融資産運用／不動産

出題傾向を徹底分析し、学科・実技の実

際の試験問題がどの部分から出題された

かを“ピンポイント”で指摘しているの

で効率的に学習できます。本書は通信講

座「３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。

きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター編著
2016.６刊予定　Ｂ５判・352ページ　本体3,000円+税

ISBN978-4-322-12941-0　C2033　　D
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〈’１6〜’１7年版〉FP技能検定教本3級
下巻
年金・社会保険／タックスプランニング
／相続・事業承継

出題傾向を徹底分析し、学科・実技の実

際の試験問題がどの部分から出題された

かを“ピンポイント”で指摘しているの

で効率的に学習できます。本書は通信講

座「３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。

きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター編著
2016.６刊予定　Ｂ５判・360ページ　本体3,000円+税

ISBN978-4-322-12942-7　C2033　　D

〈’１6〜’１7年版〉最短合格
2級FP技能士

１冊で「FP技能検定２級」の最短合格

を目指すためのテキスト。全面刷新によ

り、要点箇所や出題ポイントが見やすく

なったほか、図表、計算例、チェック問

題を多数収録し、学科・実技試験の同時

合格をアシストする必携の参考書。

きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター編著
2016.６刊予定　Ａ５判・約400ページ　本体2,600円＋税

ISBN978-4-322-12922-9　C2033　　D

〈’１6〜’１7年版〉最短合格
3級FP技能士

本試験に出題された箇所を中心に、無駄

なく、効率よく学習できます。まさに最

短合格へのパスポートとして最適の書。

２色刷り、チェックシート付き、スマホ

等にも対応したハイブリッドブック。きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター編著
2016.６刊予定　Ａ５判・216ページ　本体2,000円+税

ISBN978-4-322-12923-6　C2033　　D

’16〜’17年版［16年9月〜17年5月試験対応］　
FP技能検定2級・3級
合否を分けるよくでる数字最終チェック

試験によくでる「知らないと解けない」

数字だけを徹底攻略する穴埋め式問題

集。試験直前の総まとめ教材として、あ

るいはすでに問題集等に取り組んでいる

方への新たな教材として最適。きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター編著
2016.６刊予定　B６判・156ページ　本体1,200円+税

ISBN978-4-322-12924-3　C2033　D

〈’16〜’17年版〉パーフェクトFP技能士
1級対策問題集・学科編

出題傾向を徹底分析し厳選された問題を

収録。合格までの最短ルートに適した受

検対策問題集です。正解を導くための解

き方、問題のテーマに関するポイントも

整理し、知識の定着、試験直前の再確認

にも役立ちます。

きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター編著
2016.７刊予定　Ａ５判・約600ページ　本体4,500円+税

ISBN978-4-322-12912-0　C2033　D

〈'16〜'17年版〉
合格ターゲット1級
FP技能士特訓テキスト・学科

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、狙われる個所がピン

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。

きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター編著
2016.７刊予定　Ａ５判・約460ページ　本体4,500円+税

ISBN978-4-322-12921-2　C2033　　D
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FP技能検定１級実技
（資産相談業務）対策問題集
〈第五版〉

ＦＰ１級実技試験（口頭試問）合格のた

めの必勝本！過去すべての設例をもとに

出題傾向を分析・整理。過去の設例を

Q&Aでわかりやすく解説。学習の利便

性、今後の実務対応力までを考えた構成

で、ＦＰ的アドバイスの勘所を伝授！

きんざいフィナンシャル・プランナーズ・センター編
2014.12刊　Ａ５判・448ページ　本体4,000円+税

ISBN978-4-322-12619-8　C2033　　D

〈’16〜’17年版〉パーフェクトFP技能士
2級対策問題集・学科編

２色刷りの見やすいレイアウトで重要項

目を整理しています。出題傾向を徹底分

析し、優先すべき問題を明確化。効率的

に学習に取り組めるよう、内容はもちろ

ん視覚的にも工夫をこらした問題集です。きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター編著
2016.７刊予定　Ａ５判・440ページ　本体2,095円+税

ISBN978-4-322-12913-7　C2033　　D

〈’16〜’17年版〉パーフェクトFP技能士
2級対策問題集・実技編

（個人資産相談業務）

２色刷りの見やすいレイアウトで重要項

目を整理しています。出題傾向を徹底分

析し、出題頻度の高い出題テーマを厳

選。合格までの最短ルートを示した受検

対策の精選問題集です。きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター編著
2016.７刊予定　Ａ５判・272ページ　本体1,600円+税

ISBN978-4-322-12914-4　C2033　　D

〈’16〜’17年版〉パーフェクトFP技能士
2級対策問題集・実技編

（中小事業主資産相談業務）

レイアウトを刷新し、見やすい構成で重

要項目を整理しています。出題傾向を徹

底分析し、出題頻度の高い出題テーマを

厳選。合格までの最短ルートを示した受

検対策の精選問題集です。きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター編著
2016.７刊予定　Ａ５判・248ページ　本体1,600円+税

ISBN978-4-322-12915-1　C2033　　D

〈’16〜’17年版〉パーフェクトFP技能士
2級対策問題集・実技編

（生保・損保顧客資産相談業務）

最新の出題傾向を踏まえ、見やすいレイ

アウトで重要項目を整理しています。出

題傾向を徹底分析し、出題頻度の高い出

題テーマを厳選。合格までの最短ルート

を示した受検対策の精選問題集です。きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター編著
2016.７刊予定　Ａ５判・268ページ　本体1,600円+税

ISBN978-4-322-12916-8　C2033　　D

〈’16〜’17年版〉パーフェクトFP技能士
2級対策問題集・実技編

（資産設計提案業務）

出題傾向を徹底分析し厳選された問題を

収録。合格まで着実に導く受検対策問題

集です。各問題は解説も含めてコンパク

トに掲載し、学習しやすい構成になって

います。また、技能検定の過去問題も収

録しています。

きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター編著
2016.７刊予定　Ａ５判・320ページ　本体1,600円+税

ISBN978-4-322-12920-5　C2033　　D
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〈’16〜’17年版〉パーフェクトFP技能士
3級対策問題集・学科編

出題傾向を徹底分析し厳選された問題を

収録。合格まで着実に導く受検対策問題

集です。問題のポイントや関連項目のポ

イントを図表等で整理し、知識の定着、

試験直前の再確認にも役立ちます。きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター編著
2016.７刊予定　Ａ５判・232ページ　本体1895円+税

ISBN978-4-322-12917-5　C2033　　D

〈’16〜’17年版〉パーフェクトFP技能士
3級対策問題集・実技編

（個人資産相談業務）

出題傾向を徹底分析し厳選された問題を

収録。合格まで着実に導く受検対策問題

集です。各問題は解説も含めてコンパク

トに掲載し、学習しやすい構成になって

います。また、技能検定の過去問題も収

録しています。

きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター編著
2016.７刊予定　Ａ５判・192ページ　本体1,300円+税

ISBN978-4-322-12918-2　C2033　　D

〈’16〜’17年版〉パーフェクトFP技能士
3級対策問題集・実技編

（保険顧客資産相談業務）

出題傾向を徹底分析し厳選された問題を

収録。合格まで着実に導く受検対策問題

集です。各問題は解説も含めてコンパク

トに掲載し、学習しやすい構成になって

います。また、技能検定の過去問題も収

録しています。

きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター編著
2016.７刊予定　Ａ５判・192ページ　本体1,300円+税

ISBN978-4-322-12919-9　C2033　　D

分野別に見る
FP用語集〈第7版〉

FPに必須のテクニカルターム約1,250語

を収録し、わかりやすく解説。知識の確

認や実務にも役立つ FP 用語集の決定

版。「ライフプランニング」「金融資産運

用」「不動産有効活用」「タックスプラン

ニング」など、７分野に分けて掲載。

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

2016.６刊　Ａ５判・194ページ　本体1,000円＋税
ISBN978-4-322-12957-1　C2033　　E

〈2016年度版〉
個人の税金ガイドブック

平成28年度税制改正を織り込んだ最新の

内容をコンパクトに収録。顧客との話題

づくりに役立つ身近な事例を多数掲載。

顧客からの相談が特に多い不動産、相

続・贈与、金融商品などの税金について

見開きでわかりやすく解説しています。

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

2016.７刊　Ａ５判・212ページ　本体1,000円+税
ISBN978-4-322-12953-3　C2033　　E

〈2016年度版〉
法人の税金ガイドブック

平成28年度税制改正を織り込んだ最新の

内容をコンパクトに収録。法人顧客との

話題づくりに役立つ、身近な事例を掲

載。顧客からの相談が特に多い会社と役

員の取引、オーナー株主の事業承継など

のテーマについて見開きで平易に解説。

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

2016.７刊　Ａ５判・200ページ　本体1,000円+税
ISBN978-4-322-12954-0　C2033　　E
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〈2016年度版〉
公的年金ガイドブック

実務に精通した社会保険労務士が複雑な

年金をわかりやすく解説。具体的なアド

バイス例を収録しているため、実務です

ぐに使える。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

2016.７刊　Ａ５判・188ページ　本体1,000円+税
ISBN978-4-322-12956-4　C2033　　E

〈2016年度版〉
金融商品ガイドブック

顧客の多様なニーズに対応できるよう、

主要かつ最新の金融商品を業態別に掲

載。各商品の仕組み、特徴、メリット・

デメリットを示し、顧客へのアドバイス

のしやすさを追求。資産運用アドバイス

に必要な金融商品知識の習得に最適。

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

2016.６刊　Ａ５判・188ページ　本体1,000円+税
ISBN978-4-322-12955-7　C2033　　E

〈2016年度版〉
DCプランナー教本
第1分冊 わが国の年金・退職金制度

DCプランナー２級試験に完全対応。実

践的なQ&Aと解説で構成され、加入者

等への相談業務にもすぐに活用できま

す。本書は通信講座「企業年金・退職金

に強くなる講座」の第１分冊のテキスト

と同一内容です。

きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター編
2016.６刊予定　Ｂ５判・204ページ　本体3,143円+税

ISBN978-4-322-12945-8　C2033　　D

〈2016年度版〉
DCプランナー教本
第2分冊 確定拠出年金の仕組み

DCプランナー２級試験に完全対応。実

践的なQ&Aと解説で構成され、加入者

等への相談業務にもすぐに活用できま

す。本書は通信講座「企業年金・退職金

に強くなる講座」の第２分冊のテキスト

と同一内容です。

きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター編
2016.６刊予定　Ｂ５判・256ページ　本体3,143円+税

ISBN978-4-322-12946-5　C2033　　D

〈2016年度版〉
DCプランナー教本
第3分冊 投資の知識とライフプランニング

DCプランナー２級試験に完全対応。実

践的なQ&Aと解説で構成され、加入者

等への相談業務にもすぐに活用できま

す。本書は通信講座「企業年金・退職金

に強くなる講座」の第３分冊のテキスト

と同一内容です。

きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター編
2016.６刊予定　Ｂ５判・224ページ　本体3,143円+税

ISBN978-4-322-12947-2　C2033　　D

〈2016年度版〉
DCプランナー入門

確定給付型から確定拠出型にいたる日本

の年金制度の仕組みと問題点を理解し、

適正なビジネススキーム・コンプライア

ンスに基づき確定拠出年金導入の施策・

骨子を構築できる。DC プランナー（１

級、２級）認定試験の学習教材として最適。

DCプランナー実務研究会編
2016.７刊予定　Ａ５判・448ページ　本体3,800円+税

ISBN978-4-322-12943-4　C2033　　D
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〈2016年度版〉
DCプランナー１級
試験対策問題集

「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、過去問題の中

から重要な問題の要点を項目別にわかり

やすく解説した試験対策問題集。応用編

では、実務対応能力を養成できるよう工

夫しています。

きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター編著
2016.11刊予定　Ａ５判・288ページ　本体2,400円+税

ISBN978-4-322-12948-9　C2033　　D

〈2016年度版〉
DCプランナー2級
試験対策問題集

「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、例題の選択肢

ごとに、出題の要点及び関連する重要事

項をわかりやすく解説した試験対策問題

集。加入者教育に必要な一般的な年金・

資金運用知識をカバーしています。

きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター編著
2016.７刊予定　Ａ５判・224ページ　本体2,000円+税

ISBN978-4-322-12949-6　C2033　　D

〈2016年度版〉
DCプランナー3級
試験対策問題集

DCプランナー３級試験の試験範囲に対

応し、例題の選択肢ごとに、出題の要点

及び関連する重要事項をわかりやすく解

説した試験対策問題集。試験の出題分野

に基づいた構成により体系的に学習でき

ます。

きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター編著
2016.７刊予定　Ａ５判・224ページ　本体1,800円+税

ISBN978-4-322-12950-2　C2033　　D

確定拠出年金関連法令条文集
〈2016年度版〉

確定拠出年金法およびその政省令・通達

をはじめ、確定拠出年金に関する法令を

完全網羅。読みやすく、検索しやすい４

段六法形式を採用し、活用に利便となる

よう再構成。DCプランナー、確定拠出

年金実務担当者必携の１冊。

日本確定拠出年金コンサルティング株式会社監修／
きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター編

2016.６刊予定　Ｂ５判・192ページ　本体1,800円+税
ISBN978-4-322-12944-1　C2033　　D

〈2016年版〉金融窓口サービス技能士
1級対策問題集　学科・実技編

金融窓口サービス技能士１級学科・実技

試験に対応した唯一の教材。厳選された

過去問題や2016年度の試験制度改定に伴

い実施された試行試験の問題、および実

技試験の予想問題を収録。１級試験合格

に必要な広範囲の内容を網羅。

株式会社きんざい教育事業センター編
2016.７刊予定　Ａ５判・550ページ　本体4,500円＋税

ISBN978-4-322-12786-7　C2033　　F

〈2016年版〉金融窓口サービス技能士
2級対策問題集　学科編

過去に出題された問題を徹底研究して、

厳選・収録。各設問には専門家による詳

細な解説が付いており、つまずくことな

く学習を進めることができる。2016年度

より改定された新試験科目・試験範囲に

対応。

株式会社きんざい教育事業センター編
2016.３刊　Ａ５判・292ページ　本体2,095円+税

ISBN978-4-322-12787-4　C2033　　F



120

資格試験

〈2016年版〉金融窓口サービス技能士
2級対策問題集　実技編

過去に出題された問題や2016年度の試験

制度改定に伴い実施された試行試験の問

題を収録。各設問には専門家による詳細

な解説が付いており、つまずくことなく

学習を進められる。合格までの最短ルー

トを示した受検対策の精選問題集。

株式会社きんざい教育事業センター編
2016.３刊　Ａ５判・228ページ　本体1,600円+税

ISBN978-4-322-12788-1　C2033　　F

〈2016年版〉金融窓口サービス技能士
3級対策問題集　学科編

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、過去の出題内容を踏まえて構成し

た問題解説集。2016年度より改定された

新試験科目・試験範囲に対応。株式会社きんざい教育事業センター編
2016.３刊　Ａ５判・216ページ　本体1,895円+税

ISBN978-4-322-12789-8　C2033　　F

〈2016年版〉金融窓口サービス技能士
3級対策問題集　実技

（金融商品コンサルティング業務）編

金融窓口サービス技能検定３級実技（金

融商品コンサルティング業務）試験の合

格を目指す方の学習の利便を図るため

に、過去の出題内容を踏まえて構成した

問題解説集。2016年度より改定された新

試験科目・試験範囲に対応。

株式会社きんざい教育事業センター編
2016.３刊　Ａ５判・96ページ　本体1,300円+税

ISBN978-4-322-12791-1　C2033　　F

〈2016年版〉金融窓口サービス技能士
3級対策問題集　実技

（テラー業務）編

金融窓口サービス技能検定３級実技（テ

ラー業務）試験の合格を目指す方の学習

の利便を図るために、過去の出題内容を

踏まえて構成した問題解説集。2016年度

より改定された新試験科目・試験範囲に

対応。

株式会社きんざい教育事業センター編
2016.３刊　Ａ５判・184ページ　本体1,300円+税

ISBN978-4-322-12790-4　C2033　　F

〈2016年度版〉金融業務能力検定
実務初級
試験問題解説集

金融業務能力検定「実務初級」受験者の

学習の利便を図るための試験問題解説

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。株式会社きんざい教育事業センター編
2016.７刊予定　Ａ５判・210ページ　本体2,200円+税

ISBN978-4-322-12967-0　C2033　　F

〈2016年度版〉金融業務能力検定
預金上級
試験問題解説集

金融業務能力検定「預金上級」受験者の

学習の利便を図るための試験問題解説

集。断片的な知識のみを問う問題より

も、応用力や判断力が求められる問題を

多数掲載し、業務知識の実践的な応用力

を身につけることができる。

株式会社きんざい教育事業センター編
2016.３刊　Ａ５判・176ページ　本体2,200円＋税

ISBN978-4-322-12958-8　C2033　　F
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〈2016年度版〉金融業務能力検定
預金中級
試験問題解説集

金融業務能力検定「預金中級」受験者の

学習の利便を図るための試験問題解説

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。

株式会社きんざい教育事業センター編
2016.３刊　Ａ５判・200ページ　本体2,200円+税

ISBN978-4-322-12959-5　C2033　　F

〈2016年度版〉金融業務能力検定
融資上級
試験問題解説集

金融業務能力検定「融資上級」受験者の

学習の利便を図るための試験問題解説

集。融資実務全般の知識や判断力を検証

する過去の出題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。

株式会社きんざい教育事業センター編
2016.７刊予定　Ａ５判・260ページ　本体2,400円+税

ISBN978-4-322-12968-7　C2033　　F

〈2016年度版〉金融業務能力検定
融資中級
試験問題解説集

金融業務能力検定「融資中級」受験者の

学習の利便を図るための試験問題解説

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。

株式会社きんざい教育事業センター編
2016.７刊予定　Ａ５判・270ページ　本体2,400円+税

ISBN978-4-322-12969-4　C2033　　F

〈2016年度版〉金融業務能力検定
法務上級
試験問題解説集

金融業務能力検定「法務上級」受験者の

学習の利便を図るための試験問題解説

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。

株式会社きんざい教育事業センター編
2016.７刊予定　Ａ５判・320ページ　本体2,800円+税

ISBN978-4-322-12970-0　C2033　　F

〈2016年度版〉金融業務能力検定
法務中級
試験問題解説集

金融業務能力検定「法務中級」受験者の

学習の利便を図るための試験問題解説

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。

株式会社きんざい教育事業センター編
2016.７刊予定　Ａ５判・240ページ　本体2,200円+税

ISBN978-4-322-12971-7　C2033　　F

〈2016年度版〉金融業務能力検定
財務上級
試験問題解説集

金融業務能力検定「財務上級」受験者の

学習の利便を図るための試験問題解説

集。「基礎編」と「事例編」とで構成さ

れ、「基礎編」ではテーマごとに豊富な

例題を出題。「事例編」では、主要業種

別の各種財務データを掲載している。

株式会社きんざい教育事業センター編
2016.７刊予定　Ａ５判・264ページ　本体2,800円+税

ISBN978-4-322-12972-4　C2033　　F
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〈2016年度版〉金融業務能力検定
財務中級
試験問題解説集

金融業務能力検定「財務中級」受験者の

学習の利便を図るための試験問題解説

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。株式会社きんざい教育事業センター編
2016.７刊予定　Ａ５判・260ページ　本体2,400円+税

ISBN978-4-322-12973-0　C2033　　F

〈2016年度版〉金融業務能力検定
税務上級
試験問題解説集

金融業務能力検定「税務上級」受験者の

学習の利便を図るための試験問題解説

集。出題傾向に合わせた解説や、各章で

要点解説を設けることにより、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。

株式会社きんざい教育事業センター編
2016.11刊予定　Ａ５判・304ページ　本体2,800円+税

ISBN978-4-322-12979-3　C2033　　F

〈2016年度版〉金融業務能力検定
税務中級
試験問題解説集

金融業務能力検定「税務中級」受験者の

学習の利便を図るための試験問題解説

集。出題傾向に合わせた解説や、各章で

要点解説を設けることにより、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。

株式会社きんざい教育事業センター編
2016.11刊予定　Ａ５判・232ページ　本体2,200円+税

ISBN978-4-322-12980-9　C2033　　F

〈2016年度版〉金融業務能力検定
コンプライアンス・オフィサー

（銀行コース）試験問題解説集

金融業務能力検定「コンプライアンス・

オフィサー（銀行コース）」受験者の学習

の利便を図るための試験問題解説集。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。

株式会社きんざい教育事業センター編
2016.７刊予定　Ａ５判・240ページ　本体2,200円+税

ISBN978-4-322-12974-8　C2033　　F

〈2016年度版〉金融業務能力検定
コンプライアンス・オフィサー

（生命保険コース）試験問題解説集

金融業務能力検定「コンプライアンス・

オフィサー（生命保険コース）」受験者の

学習の利便を図るための試験問題解説

集。事例を交えた出題で、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。

株式会社きんざい教育事業センター編
2016.３刊　Ａ５判・216ページ　本体2,200円+税

ISBN978-4-322-12962-5　C2033　　F

〈2016年度版〉金融業務能力検定
コンプライアンス・オフィサー

（クレジット会社コース）試験問題解説集

金融業務能力検定「コンプライアンス・

オフィサー（クレジット会社コース）」受

験者の学習の利便を図るための試験問題

解説集。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。

株式会社きんざい教育事業センター編
2016.７刊予定　Ａ５判・230ページ　本体2,000円+税

ISBN978-4-322-12975-5　C2033　　F
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〈2016年度版〉金融業務能力検定
個人情報保護オフィサー

（銀行コース・生命保険コース・消費者金融コース）試験問題解説集

金融業務能力検定「個人情報保護オフィ

サー（銀行コース・生命保険コース・消

費者金融コース）」受験者の学習の利便

を図るための試験問題解説集。合格に必

要な知識の定着を図り、個人情報保護法

の理解をより深めることができる。

株式会社きんざい教育事業センター編
2016.３刊　Ａ５判・240ページ　本体2,000円+税

ISBN978-4-322-12960-1　C2033　　F

〈2016年版〉金融業務能力検定
法人営業力強化・業種別エキスパート・ベーシックコース
試験問題解説集

金融業務能力検定「法人営業力強化・業

種別エキスパート・ベーシックコース」

受験者の学習の利便を図るための試験問

題解説集。営業店の融資・渉外担当者が

毎月一度は訪問するであろう身近な業種

についての初歩的な知識を学習できる。

株式会社きんざい教育事業センター編
2015.12刊　Ａ５判・152ページ　本体1,800円＋税

ISBN978-4-322-12838-3　C2033　　F

〈2016年度版〉金融業務能力検定
法人営業力強化・業種別エキスパート・アグリビジネスコース
試験問題解説集

金融業務能力検定「法人営業力強化・業

種別エキスパート・アグリビジネスコー

ス」受験者の学習の利便を図るための試

験問題解説集。営業店の融資・渉外担当

者として知っておくべきアグリビジネス

の基本的な知識を学習できる。

株式会社きんざい教育事業センター編
2016.３刊　Ａ５判・168ページ　本体1,800円＋税

ISBN978-4-322-12963-2　C2033　　F

〈2016年度版〉金融業務能力検定
法人営業力強化・業種別エキスパート・医療・介護コース
試験問題解説集

金融業務能力検定「法人営業力強化・業

種別エキスパート・医療・介護コース」

受験者の学習の利便を図るための試験問

題解説集。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。

株式会社きんざい教育事業センター編
2016.３刊　Ａ５判・166ページ　本体1,800円+税

ISBN978-4-322-12964-9　C2033　F

〈2016年度版〉金融業務能力検定
法人営業力強化・業種別エキスパート・建設・不動産コース
試験問題解説集

金融業務能力検定「法人営業力強化・業

種別エキスパート・建設・不動産コー

ス」受験者の学習の利便を図るための試

験問題解説集。営業店の融資・渉外担当

者として知っておくべき建設・不動産業

界の基本的な知識を学習できる。

株式会社きんざい教育事業センター編
2016.７刊予定　Ａ５判・160ページ　本体1,800円＋税

ISBN978-4-322-12976-2　C2033　　F

〈2016年度版〉金融業務能力検定
法人営業力強化・業種別エキスパート・製造業コース
試験対策問題集

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・製造業コース」

受験者の学習の利便を図るための対策問

題集。営業店の融資・渉外担当者が知っ

ておくべき製造業についての基本的な知

識を学習できる。

株式会社きんざい教育事業センター編
2016.11刊予定　Ａ５判・128ページ　本体1,200円＋税

ISBN978-4-322-12981-6　C2033　　F
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〈2016年版〉金融業務能力検定
法人営業力強化・ABL・動産評価コース
試験問題解説集

金融業務能力検定「法人営業力強化・

ABL・動産評価コース」の受験者の学

習の利便を図るための試験問題解説集。

試験の出題形式に対応、出題範囲のほと

んどを網羅しており、出題ポイントを短

期間で学習できる。

株式会社きんざい教育事業センター編
2015.11刊　Ａ５判・176ページ　本体1,800円+税

ISBN978-4-322-12762-1　C2033　　F

〈2016年度版〉金融業務能力検定
法人営業力強化・海外進出・取引コース
試験問題解説集

金融業務能力検定「法人営業力強化・海

外進出・取引コース」受験者の学習の利

便を図るための試験問題解説集。試験の

出題形式に対応、出題範囲のほとんどを

網羅しており、出題ポイントを短期間で

学習できる。

株式会社きんざい教育事業センター編
2016.３刊　Ａ５判・192ページ　本体1,800円+税

ISBN978-4-322-12965-6　C2033　　F

〈2016年度版〉金融業務能力検定
法人営業力強化・中小企業支援コース
試験問題解説集

金融業務能力検定「法人営業力強化・中

小企業支援コース」受験者の学習の利便

を図るための試験問題解説集。取引先企

業の経営支援・目利きに必要な力を身に

付けるための問題を豊富に掲載している。株式会社きんざい教育事業センター
2016.３刊　Ａ５判・224ページ　本体2,000円+税

ISBN978-4-322-12961-8　C2033　　F

〈2016年度版〉金融業務能力検定
法人営業力強化・事業再生コース
試験問題解説集

金融業務能力検定「法人営業力強化・事

業再生コース」受験者の学習の利便を図

るための試験問題解説集。過去の出題問

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。

株式会社きんざい教育事業センター編
2016.11刊予定　Ａ５判・152ページ　本体1,800円+税

ISBN978-4-322-12977-9　C2033　　F

〈2016年度版〉金融業務能力検定
法人営業力強化・事業承継・M&Aエキスパート
試験対策問題集

「事業承継・M&Aエキスパート」試験の

出題範囲をカバー。出題可能性の高いと

思われる項目を厳選して重点整理。設問

ごとに要点・関連事項をわかりやすく解

説。原則、１問１ページでコンパクトに

掲載し、学習しやすい構成です。

きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター編著
2016.７刊予定　Ａ５判・120ページ　本体1,500円＋税

ISBN978-4-322-12952-6　C2033　　D

〈改訂版〉金融業務能力検定
企業価値向上のための財務戦略エキスパート
試験対策問題集

金融業務能力検定「企業価値向上のため

の財務戦略エキスパート」受験者の学習

の利便を図るための試験対策問題集。試

験の出題傾向を予想し、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。

一般社団法人日本CFO協会・株式会社きんざい編
2016.３刊　Ａ５判・192ページ　本体2,400円+税

ISBN978-4-322-12984-7　C2033　　F



125

資格試験

〈2016年度版〉金融業務能力検定
シニアライフ・相続アドバイザー
試験問題解説集

「シニアライフ・相続アドバイザー」試

験の出題範囲をカバー。実際の試験の出

題形式を踏襲し、基礎編と応用編の構成

で、出題可能性の高いと思われる項目を

厳選して重点整理。各問ごとに要点・関

連事項をわかりやすく解説。

きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター編著
2016.６刊予定　Ａ５判・192ページ　本体1,800円+税

ISBN978-4-322-12951-9　C2033　　D

〈2016年度版〉金融業務能力検定
営業店リスク管理者
試験問題解説集

金融業務能力検定「営業店リスク管理

者」受験者の学習の利便を図るための試

験問題解説集。管理者層が日常業務を遂

行するうえで知っておかなければならな

い知識や応用力・判断力を身に付けるこ

とに重点を置いた問題を豊富に掲載。

株式会社きんざい教育事業センター編
2016.11刊予定　Ａ５判・216ページ　本体1,800円+税

ISBN978-4-322-12978-6　C2033　　F

〈2016年版新版〉金融業務能力検定
マイナンバー保護オフィサー
試験問題解説集

金融業務能力検定「マイナンバー保護オ

フィサー」受験者の学習の利便を図るた

めの試験問題解説集。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。

株式会社きんざい教育事業センター編
2016.３刊　Ａ５判・160ページ　本体1,500円＋税

ISBN978-4-322-12966-3　C2033　　F

〈2016年度版〉最短合格
よくわかる証券外務員一種

（信用・先物・オプション・特定店頭デリバティブ編）

日本証券業協会「一種外務員資格試験」

対応の参考書。「問題演習→関連部分の

解説を読む」という構成になっており、

必要な知識が効率的に習得できる。
※同一の内容を通信講座テキストに使用しています。川村雄介監修／株式会社きんざい教育事業センター編

2016.５刊　Ｂ５判・196ページ　本体2,000円＋税
ISBN978-4-322-12993-9　C2033　　F

〈2016年度版〉最短合格
よくわかる証券外務員二種
上巻・下巻

日本証券業協会「二種外務員資格試験」

対応の参考書。「問題演習→関連部分の

解説を読む」という構成になっており、

必要な知識が効率的に習得できる。
※同一の内容を通信講座テキストに使用しています。

川村雄介監修／株式会社きんざい教育事業センター編
2016.５刊　Ｂ５判・上巻288ページ　下巻328ページ　各本体2,000円＋税

上巻　ISBN978-4-322-12991-5　C2033　　　
下巻　ISBN978-4-322-12992-2　C2033　　F

〈2016年度版〉最短合格
証券外務員試験対策問題集〈上巻〉
一種・二種共通編〈CD-ROM付〉

日本証券業協会「二種外務員資格試験」対策

の問題集。要点解説、穴埋め式問題、演習問

題を掲載。付属CD-ROMには模擬試験５回

分を収録。『最短合格 よくわかる証券外務

員二種』との併用で効率的な学習ができる。
※同一の内容を通信講座別冊に使用しています。

川村雄介監修／株式会社きんざい教育事業センター編
2016.５刊　Ａ５判・344ページ　本体2,200円＋税

ISBN978-4-322-12994-6　C2033　　F
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〈2016年度版〉最短合格
証券外務員試験対策問題集〈下巻〉
一種編〈CD-ROM付〉

日本証券業協会「一種外務員資格試験」対策

の問題集。要点解説、穴埋め式問題、演習問

題を掲載。付属CD-ROMには模擬試験５回

分を収録。『最短合格 よくわかる証券外務

員一種』との併用で効率的な学習ができる。
※同一の内容を通信講座別冊に使用しています。

川村雄介監修／株式会社きんざい教育事業センター編
2016.５刊　Ａ５判・224ページ　本体1,800円＋税

ISBN978-4-322-12995-3　C2033　　F

〈2015／16年版〉
最短合格 よくわかる
証券外務員内部管理責任者試験問題解説集

日本証券業協会「内部管理責任者資格試

験」対応の参考書。「問題演習→関連部

分の解説を読む」という構成になってお

り、必要な知識が効率的に習得できる。
※同一の内容を通信講座テキストに使用しています。株式会社きんざい教育事業センター編

2015.11刊　Ａ５判・224ページ　本体1,600円+税
ISBN978-4-322-12798-0　C2033　　F

〈2016年度版〉最短合格
特別会員 証券外務員一種・二種

日本証券業協会「特別会員一種・二種外

務員資格試験」対応の参考書（CD-ROM

付）。「演習問題」→「解答」→「解説」

という流れで構成されており、効率的な

学習が可能。

株式会社きんざい教育事業センター編／
株式会社スコラメディア監修

2016.７刊予定　B５判・383ページ　本体2,800円＋税
ISBN978-4-322-12997-7　C2033　　F

〈2015／16年版〉
最短合格 特別会員
証券外務員内部管理責任者試験問題解説集

日本証券業協会「特別会員内部管理責任

者資格試験」対応の参考書。「問題演習

→関連部分の解説を読む」という構成に

なっており、必要な知識が効率的に習得

できる。株式会社きんざい教育事業センター
2016.１刊　Ａ５判・200ページ　本体1,000円+税

ISBN978-4-322-12800-0　C2033　　F

2016年度版
国家資格 貸金業務取扱主任者資格試験
受験教本（全4巻）

国家資格「貸金業務取扱主任者資格」試

験対策の基本テキスト。１〜３巻ですべ

ての試験範囲を網羅的に解説。４巻は貸

金業法および関連法令集。
※同一の内容を通信講座テキストに使用しています。吉元利行監修

2016.５刊　Ｂ５判・第１巻256ページ、第２巻288ページ、第
３巻144ページ、第４巻360ページ　各本体2,000円＋税　　F

2016年度
貸金主任者試験
分野別 精選過去問解説集

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６年に遡って

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！

吉元利行・石川貴教編
2016.５刊　Ａ５判・400ページ　本体2,150円+税

ISBN978-4-322-13003-4　Ｃ2033　　F
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2016年度　最短合格　

貸金主任者試験 直前模試
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。株式会社きんざい教育事業センター編／清水将博著
2016.５刊　Ａ５判・336ページ　本体1,800円+税

ISBN978-4-322-13004-1　C2033　　F
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書名索引

A

ABL取引推進事典   25

C

CDO〈第 2 版〉   49
CDSのすべて   45
CFA®受験ガイドブック　レベルⅠ〈第 ３ 版〉   101
CFA®受験ガイドブック　レベルⅡ   101
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―   110
CFA®受験のためのファイナンス講義―経済編―   99
CFA®受験のためのファイナンス講義
　―計量分析編―   108
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―   54

D

DCプランナー 1 級　試験対策問題集
　〈2016年度版〉   119
DCプランナー 2 級　試験対策問題集

〈2016年度版〉   119
DCプランナー ３ 級　試験対策問題集
　〈2016年度版〉   119
DCプランナー教本〈2016年度版〉第 1 分冊   118
DCプランナー教本〈2016年度版〉第 2 分冊   118
DCプランナー教本〈2016年度版〉第 ３ 分冊   118
DCプランナー入門〈2016年度版〉   118
DES・DDSの実務〈第 ３ 版〉   76

E

Excel&VBAで学ぶVaR   49
Excel&VBAで学ぶ金融統計の基礎   48
Excel&VBAで学ぶ信用リスクの基礎   47
Excel&VBAで学ぶファイナンスの数理   50
EXCELで学ぶ確率統計の基礎   47
EXCELで学ぶ金融数学の基礎   46
EXCELで学ぶバーゼルⅡと信用リスク評価方法   49
EXCELで学ぶフォワード・ルッキングの基礎   45
EXCELでわかる
　LIBORディスカウントとOISディスカウント   4３
EXCELでわかる市場・信用リスク管理
　（体験デリバティブ）   51
EXCELでわかるハル・ホワイト・モデル〈第 2 版〉
　（体験デリバティブ）   50

F

FATCA―ここがききたかったQ&A55―   12

Fintechとは何か   98
FP技能検定 1 級実技（資産相談業務）
　対策問題集〈第五版〉   116
FP技能検定 2 級・ ３ 級
　合否を分けるよくでる数字最終チェック
　〈’16～’17年版［16年 9 月～17年 5 月試験対応］〉   115
FP技能検定教本 1 級〈2016年版〉
　 1 分冊　ライフプランニングと資金計画／リ
　スク管理   112
FP技能検定教本 1 級〈2016年版〉
　 2 分冊　金融資産運用   112
FP技能検定教本 1 級〈2016年版〉
　 ３ 分冊　年金・社会保険   112
FP技能検定教本 1 級〈2016年版〉
　 4 分冊　不動産   112
FP技能検定教本 1 級〈2016年版〉
　 5 分冊　タックスプランニング   11３
FP技能検定教本 1 級〈2016年版〉
　 6 分冊　相続・事業承継   11３
FP技能検定教本 2 級〈’16～’17年版〉
　 1 分冊　ライフプランニングと資金計画／リ
　スク管理   11３
FP技能検定教本 2 級〈’16～’17年版〉
　 2 分冊　金融資産運用   11３
FP技能検定教本 2 級〈’16～’17年版〉
　 ３ 分冊　タックスプランニング   11３
FP技能検定教本 2 級〈’16～’17年版〉
　 4 分冊　相続・事業承継   11３
FP技能検定教本 2 級〈’16～’17年版〉
　 5 分冊　年金・社会保険   114
FP技能検定教本 2 級〈’16～’17年版〉
　 6 分冊　不動産   114
FP技能検定教本 2 級〈’16～’17年版〉
　 7 分冊　総合演習（個人資産相談業務・実技
　編）   114
FP技能検定教本 2 級〈’16～’17年版〉
　 7 分冊　総合演習（生保・損保顧客資産相談業
　務・実技編）   114
FP技能検定教本 2 級〈’16～’17年版〉
　 7 分冊　総合演習（中小事業主資産相談業務・
　実技編）   114
FP技能検定教本 ３ 級〈’16～’17年版〉
　上巻　ライフプランニングと資金計画／リスク
　管理／金融資産運用／不動産   114
FP技能検定教本 ３ 級〈’16～’17年版〉
　下巻　年金・社会保険／タックスプランニング
　／相続・事業承継   115
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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〉   55
FPマニュアル〈2016年度版〉   52

J

J-REIT投資のすべて   40

L

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―   24

M

M&Aファイナンス〈第 2 版〉   ３8

O

ODD―リスクアプローチによるファンド鑑定―   60
ORSA：リスクとソルベンシーの自己評価   44

P

PFIの法務と実務〈第 2 版〉   94

Q

Q&A アメリカ金融改革法   109
Q&A インターネットバンキング   56
Q&A 会社法の実務論点20講   97
Q&A 格付けの仕組み   110
Q&A 監査のための統計的サンプリング入門
　〈改訂版〉   110
Q&A 金融機関のIFRS対応   110
Q&A 金融検査マニュアル　改訂のポイント   18
Q&A サービス付き高齢者向け住宅のすべて   95
Q&A 債権法改正かわる金融取引   5
Q&A 資金決済法・改正割賦販売法   14
Q&A 商業登記利用案内   91
Q&A 消費者裁判手続特例法・消費者契約法   91
Q&A 情報開示・インサイダー取引規制の実務   15
Q&A 震災と建物賃貸借   96
Q&A そこが知りたいJA版金融検査のポイント   12
Q&A そこが知りたい金融円滑化対応のポイント   15
Q&A そこが知りたい金融円滑化の出口戦略   80
Q&A 地域金融機関とコンサルティング機能
　（「コンサルティング能力」強化シリーズ）   82
Q&A 平成26年改正会社法〈第 2 版〉   90
Q&A 保険検査マニュアル改定のポイント   1３
Q&A よくわかる高齢者への投資勧誘・販売ルール   7
Q&A よくわかる証券検査・課徴金調査の実務対応   4
Q&A わかりやすい銀行代理業   18

R

REVICによる地域の再生と活性化   76

S

SEのための 金融入門〈第 2 版〉   60
SUMMARY COURT
　―ある日の簡易裁判所―   9３

T

THE資産管理実務用語700   ３6
THE資産管理専門銀行〈第 ３ 版〉   ３6
TMKの理論と実務   61

ア

アジア証券市場とグローバル金融危機   71
アジア証券市場と日本   74
足で稼ぐ「現場主義」経営   69
あすにかける―中央銀行の栄光と苦悩―   107
アセット・ベースト・レンディングの理論と実務   ３8
新しい相続法制の行方
　（KINZAIバリュー叢書）   89
新しいファイナンス手法〈第 2 版〉   2３
アメリカ事業再生の実務   8３
アメリカ連邦準備制度（FRS）の金融政策
　（世界の中央銀行）   101

イ

域外適用法令のすべて   92
いざという時に困らないシニア法律相談   57
一問一答　改正資産流動化法   ３1
一問一答　改正不動産特定共同事業法   91
一般法人・公益法人のガバナンスQ&A   95
イノベーション・スピリッツ   46
いまこそ政府投資拡大へ   100
いまさら聞けない融資の常識50考〈第 2 版〉   ３３
印鑑の基礎知識―知らないではすまされない―   6
イングランド銀行の金融政策
　（世界の中央銀行）   101
院長先生の相続・事業承継・M&A決定版   22

ウ

「売れる仕組み」のつくり方
　（KINZAIバリュー叢書）   106
運用難時代を切り拓くオルタナティブ投資   40
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エ

営業担当者のための心でつながる顧客満足〈CS〉
　　向上術
　（KINZAIバリュー叢書）   70
営業店の新金融商品販売ルールQ&A   18
営業店のための医療・介護向け取引推進事典   ３0
営業店リスク管理者　試験問題解説集〈2016年度版〉
　（金融業務能力検定）   125

オ

欧州中央銀行の金融政策
　（世界の中央銀行）   101
応酬話法で学ぶ融資渉外スキルアップ   ３2
奥田シェフ・藤原浩氏もおすすめ
　庄内レストランガイド   105
オペレーショナル・リスク管理高度化への挑戦   48

カ

カード決済業務のすべて   58
海外進出支援　実務必携   67
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   57
外国為替
　（外為エッセンシャルシリーズⅠ）   26
外資系金融のシンプルプレゼン術   100
会社更生の実務Q&A120問   77
会社更生の実務（上）〈新版〉   76
会社更生の実務（下）〈新版〉   77
会社の資本と登記   96
会社法入門
　（KINZAIバリュー叢書）   88
会社法による決算の見方と最近の粉飾決算の実例
　解説
　（KINZAIバリュー叢書）   ３1
回収
　（新訂貸出管理回収手続双書）   84
改正犯収法と金融犯罪対策   10
概説　金融機関のためのIFRS   108
概説　新信託法   16
概説　被災借地借家法・改正被災マンション法   92
外為辞典
　（外為エッセンシャルシリーズⅢ）   26
外為渉外
　（外為エッセンシャルシリーズⅡ）   26
カウンターパーティーリスクマネジメント
　〈第 2 版〉   42
確定拠出年金関連法令条文集〈2016年度版〉   119

確定拠出年金ベストアンサー100   55
貸金主任者試験　分野別　精選過去問解説集
　〈2016年度版〉   126
貸出管理
　（新訂貸出管理回収手続双書）   ３4
貸出業務の王道   ３4
貸出業務の信質   ３1
カスタマーセントリックの銀行経営〈改訂版〉   74
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―   5
家族でつくる資産ノート   56
家族も安心「自分」の引継ぎノート   59
課題解決力を磨く
　（「コンサルティング能力」強化シリーズ）   81
株式上場の実務〈第 4 版〉   59
仮差押え 仮処分・仮登記を命ずる処分
　（新訂貸出管理回収手続双書）   ３4
考えるヒント   108
環境格付   71
関西から巻き返す日本経済
　（KINZAIバリュー叢書）   98
感謝する力   105
官製金融改革と地銀再編   65
官民ファンド活用ガイド   2３
管理職のための女性リーダーを育てる本   64

キ

機関投資家のためのプライベート・エクイティ   44
企業ALMの理論と実務   50
企業価値向上のための財務戦略エキスパート
　試験対策問題集〈改訂版〉
　（金融業務能力検定）   124
企業価値向上のデリバティブ   2３
企業再生の会計と税務〈第 ３ 版〉   85
企業再生の法務〈改訂版〉   81
企業審査とリスク・マネジメント   ３2
企業数理のすべて   4３
企業力活性化の理論と実務   84
気候変動リスクとどう向き合うか   4３
基礎からわかるLIBORマーケット・モデルの実務
　（CD–ROM付き）   25
基礎からわかる医療施設の経営・財務管理   106
基礎からわかる供託   90
キャッシュフロー・ファイナンス   ３３
業界別事業再生事典   75
矜持あるひとびと
　―語り継ぎたい日本の経営と文化―〔 1 〕
　（KINZAIバリュー叢書）   108
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矜持あるひとびと
　―語り継ぎたい日本の経営と文化―〔 2 〕
　（KINZAIバリュー叢書）   108
矜持あるひとびと
　―語り継ぎたい日本の経営と文化―〔 ３ 〕
　（KINZAIバリュー叢書）   109
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）   109
業種別エキスパート　経営分析   2３

〈第1３次〉業種別審査事典
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
第 ３ 巻　木材・紙パ・化学・エネルギー分野
第 4 巻　鉄鋼・金属・非鉄・建設・環境・廃棄
　　　物処理・防衛分野
第 5 巻　機械器具（一般、電気・電子、精密、
　　　輸送）分野
第 6 巻　不動産・住宅関連・飲食店分野
第 7 巻　サービス関連（広告、コンサルタン
　　　ト）・学校・地公体分野
第 8 巻　美容・化粧品・医薬・医療・福祉・商
　　　品小売・ペット分野
第 9 巻　サービス関連（運輸、旅行）・スポー
　　　ツ・レジャー・娯楽分野
第10巻　金融・レンタル・印刷・出版・情報通
　　　信分野   21

京都企業が世界を変える   100
京都大学で学ぶ企業経営と株式投資   98
近畿大阪銀行の情報経営   70
銀行員のための統合リスク管理入門   51
銀行経営のパラダイムシフトと新成長戦略   64
銀行経理の実務〈第 9 版〉   6３
銀行実務詳説　証券   59
銀行のグループ経営   6３
銀行法規便覧2008   16
銀行窓口の法務対策4500講

Ⅰ　コンプライアンス・取引の相手方・預金・
　金融商品編
Ⅱ　為替・手形小切手・電子記録債権・付随業
　務・周辺業務編
Ⅲ　貸出・管理・保証編
Ⅳ　担保編
Ⅴ　回収・担保権の実行・事業再生編   8

銀行ルネサンス   66
近助の精神   105
金融ADRの法理と実務   12
金融ADR便利帖   12

金融英文700選
　（KINZAIバリュー叢書）   10３
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）   8３
金融機関が行う経営改善支援マニュアル
　〈改訂版〉   76
金融機関が行う私的整理による事業再生の実務   76
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   5３

〈金融機関　個人情報保護法〉
　その行為は法令等遵守違反です〈第二版〉   ３
金融機関職員のための経営改善計画書の読み方   20
金融機関との取引を円滑に進める方法   27
金融機関のCS入門   74
金融機関のアグリビジネス戦略   72
金融機関の価格競争対応と原価管理戦略   7３
金融機関のガバナンス
　（KINZAIバリュー叢書）   10
金融機関の監査部監査・自店内検査力強化の手引
　き   14
金融機関の経営管理（ガバナンス）態勢
　（金融検査マニュアルハンドブックシリーズ）   7３
金融機関のコーチング「メモ」
　（KINZAIバリュー叢書）   59
金融機関の顧客保護等管理態勢
　（金融検査マニュアルハンドブックシリーズ）   17
金融機関のシステム監査の実務   58
金融機関の新・顧客データ戦略SVoC   7３
金融機関の信用リスク・資産査定管理態勢
　〈平成27年度版〉
　（金融検査マニュアルハンドブックシリーズ）   ３
金融機関のための後見人の見方   88
金融機関のための倒産・再生の実務   78
金融機関のための取引先企業の実態把握強化法   ３6
金融機関のための農業経営・分析改善アドバイス   68
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   100
金融機関のための
　マネー・ローンダリング対策Q&A〈改訂版〉   10
金融機関の法令等遵守態勢〈平成25年度版〉
　（金融検査マニュアルハンドブックシリーズ）   9
金融機関のメンタルヘルス   72

〈金融機関　窓口コンプライアンス〉
　その窓口業務は法令等遵守違反です（第二版）   8
金融機関役員の法務   64
金融機関役席者のための
　業務別不祥事未然防止対策   11
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金融機関役席者のための
　高齢者応対相続・事務手続の基本   6

〈金融機関　融資コンプライアンス〉
　その融資は法令等遵守違反です〈第二版〉   11
金融危機の本質
　（KINZAIバリュー叢書）   107
金融機能と金融規制   11
金融行政の現実と理論   1３
金融サービス業のガバナンス   72
金融システム改革50年の軌跡   70
金融システムの将来像   70
金融システムを考える   18
金融実務と反社会的勢力対応100講   14
金融商品ガイドブック〈2016年度版〉   118
金融商品取引業のコンプライアンス   17
金融商品取引法等の一部を改正する法律
　（平成25年法律第45号）の概要   5
金融商品取引法入門
　（KINZAIバリュー叢書）   7
金融所得一体課税の推進と日本版IRAの提案   109
金融数学・確率統計
　（EXCELで学ぶファイナンス①）   51
金融・投資教育のススメ   104
金融と保険の融合   4３
金融取引からの反社会的勢力排除   4
金融取引法入門   15
金融犯罪対策の手引き   15
金融ビジネスの病態と素因   67
金融法務読本〈第27版〉   17
金融マーケティングの考え方とやり方   5３
金融窓口サービス技能士〈2016年度版〉
　 1 級対策問題集　学科・実技編   119
金融窓口サービス技能士〈2016年版〉
　 2 級対策問題集　学科編   119
金融窓口サービス技能士〈2016年版〉
　 2 級対策問題集　実技編   120
金融窓口サービス技能士〈2016年版〉
　 ３ 級対策問題集　学科編   120
金融窓口サービス技能士〈2016年版〉
　 ３ 級対策問題集　実技（金融商品コンサルティ
　ング業務）編   120
金融窓口サービス技能士〈2016年版〉
　 ３ 級対策問題集　実技（テラー業務）編   120
金融窓口・渉外べからず集〈改訂版〉   61
金融リスク管理の現場
　（KINZAIバリュー叢書）   46
金融リスク管理を変えた10大事件   44
金融リスクマネジメントバイブル   47

ク

グッド・バリュー   109
クラウドと法
　（KINZAIバリュー叢書）   96
暮らしの質を測る 106

〈クレジット・アナリシス 1 〉
　信用リスク分析―総論   48
クレジットカウンセリングの新潮流   60
クレジット投資のすべて〈第 2 版〉   26
グローバル金融危機後の金融システムの構図   71
グローバル金融危機後のリスク管理   49
グローバル金融規制の潮流
　－ポスト金融危機の羅針盤－   7
グローバル金融システムの苦悩と挑戦
　―新規制は危機を抑止できるか―   5
グローバル金融制度のすべて   69
クロス・ボーダー証券取引とコーポレート・ファ
　イナンス   ３9

ケ

経営者心理学入門
　（KINZAIバリュー叢書）   108
経営者の信頼を勝ち得るために〈第 2 版〉   71
経営者のための実践的コンプライアンス   9
経済　金融　トレンドに強くなる〈第 2 版〉   102
競売不動産評価の理論と実務〈第 2 版〉   90
計量アクティブ運用のすべて   ３7
ケーススタディ　M&A会計・税務戦略   ３7
ケーススタディでみるIFRS   109
決済から金融を考える
　（KINZAIバリュー叢書）   5３
決算書スーパー分析〈第 ３ 版〉   ３9
決算書速読・速解術〈第 2 版〉   40
現役銀行マンが語る事業承継の勘所   61
元気な中小企業はここが違う！
　（KINZAIバリュー叢書）   10３
原子力損害賠償の法律問題
　（KINZAIバリュー叢書）   95
現代ポートフォリオ理論講義   50
現場における地域密着型金融   86
現論・信用金庫経営
　（KINZAIバリュー叢書）   68

コ

ご隠居と熊さんの年金資産運用の極意   ３6
合格ターゲット 1 級FP技能士特訓テキスト・学科
　〈’16～’17年版〉   115
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公共施設等運営権   22
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。   20
公的年金ガイドブック〈2016年度版〉   118
合同会社（LLC）とパススルー税制
　（KINZAIバリュー叢書）   102
高度金融活用人材へのファイナンスの理論と
　金融新技術   45
小売業の収益構造を見極め、“儲かる”企業に
　改革するための着眼点   84
高齢者との金融取引　Q&A   61
コーポレートガバナンス入門
　（KINZAIバリュー叢書）   94
コーポレートファイナンスの原理〈第 9 版〉   ３0
顧客を観よ   99
国債のすべて   45
国債膨張の戦後史   102
心にひびく、のこる
　投信販売力が身につくコンプライアンスAnswer   12
個人再生の実務Q&A100問   85
個人情報保護オフィサー（銀行コース・生命保険
　コース・消費者金融コース）　試験問題解説集
　〈2016年度版〉
　（金融業務能力検定）   12３
個人情報保護法と金融実務〈第 ３ 版〉   19
個人の税金ガイドブック〈2016年度版〉   117
個人の破産・再生手続   82
国家資格　貸金業務取扱主任者資格試験
　受験教本（全 4 巻）〈2016年度版〉   126
コベナンツ・ファイナンス入門   40
コモディティ・デリバティブのすべて   49
これ一冊でわかる！　新しい保険法   16
これが金融機関の内部監査だ〔2nd edition〕   62
これからのストレステスト   45
これだけは知っておきたい国際金融   100
これでわかるABL   27
これでわかる経営者保証   25
コンサルティング実務体系   80
コンプライアンス・オフィサー
　（銀行コース）
　試験問題解説集〈2016年度版〉
　（金融業務能力検定）   122
コンプライアンス・オフィサー
　（クレジット会社コース）
　試験問題解説集〈2016年度版〉
　（金融業務能力検定）   122

コンプライアンス・オフィサー
　（生命保険コース）
　試験問題解説集〈2016年度版〉
　（金融業務能力検定）   122

サ

ザ・地銀
　―構造不況に打ち克つ長期ビジョン経営―
　（KINZAIバリュー叢書）   66
再エネ法入門
　（KINZAIバリュー叢書）   9３
最強のリスク管理   44
最近の不動産の話
　（KINZAIバリュー叢書）   9３
債権回収〈第 2 版〉
　（法人融資手引シリーズ）   76
債権回収と企業再生   85
債権回収の技術〈第 ３ 版〉   84
債権回収の初動
　（KINZAIバリュー叢書）   79
債券・金利・為替
　（EXCELで学ぶファイナンス③）   40
債権・動産担保
　（新訂 貸出管理回収手続双書）   ３4
債権・動産担保実務〈第 ３ 版〉
　（法人融資手引シリーズ）   22
最新インサイダー取引規制   9
最新金融取引と電子記録債権の法務   ３5
最新実務　会社更生   82
最新私的整理事情
　（KINZAIバリュー叢書）   78
最新　中国金融・資本市場   104
最新　根抵当権実務〈補訂版〉   87
最新保険事情
　（KINZAIバリュー叢書）   96
最短合格　 2 級FP技能士〈’16～’17年版〉   115
最短合格　 ３ 級FP技能士〈’16～’17年版〉   115
最短合格　貸金主任者試験　直前模試
　〈2016年度版〉   127
最短合格　証券外務員試験対策問題集（上巻）
　一種・二種共通編〈CD-ROM付〉
　〈2016年度版〉   125
最短合格　証券外務員試験対策問題集（下巻）
　一種編〈CD-ROM付〉〈2016年度版〉   126
最短合格　特別会員　証券外務員一種・二種
　〈2016年度版〉   126
最短合格　特別会員　証券外務員内部管理責任者
　問題解説集〈2015/16年版〉   126
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最短合格　よくわかる証券外務員一種（信用・先
　物・オプション・特定店頭デリバティブ編）
　〈2016年度版〉   125
最短合格　よくわかる証券外務員二種（上巻・
　下巻）〈2016年度版〉   125
最短合格　よくわかる証券外務員内部管理責任者
　試験問題解説集〈2015/16年版〉   126
再投資可能な医療
　（KINZAIバリュー叢書）   28
裁判例でお答え　相続と遺言の相談25選   89
財務上級　試験問題解説集〈2016年度版〉
　（金融業務能力検定）   121
財務中級　試験問題解説集〈2016年度版〉
　（金融業務能力検定）   122
先物市場のテクニカル分析   51
先物市場のテクニカル分析スタディガイド   41
残業ゼロで目標200％達成
　―常識を覆すマネジメント―   64
３.11と弁護士：震災ADRの900日   92

シ

事業再生ADRの実務   8３
事業再生と法的整理（上）
　（新金融実務手引シリーズ）   86
事業再生と法的整理（下）
　（新金融実務手引シリーズ）   86
事業承継で生まれ変わる   75
事業承継を成功に導く中小企業M&A   ３0
資源・インフラPPP／プロジェクトファイナン
　スの基礎理論   25
自己変革
　（KINZAIバリュー叢書）   10３
資産運用のパフォーマンス測定   51
資産運用の本質－ファクター投資への体系的ア
　プローチ   20
資産・債権の流動化・証券化〈第 2 版〉
　（新金融実務手引シリーズ）   61

「市場」ではなく「企業」を買う株式投資   27
市場の動きを見極める経済指標の見方   98
市場リスク・流動性リスクの評価手法と態勢構築   41
地震保険制度   107
実践　オペレーショナル・リスク管理   46

【実践】銀行ALM   50

実践　資産承継の勘所　顧客の資産タイプ別アプ
　ローチ法   54
実戦！ 社会vs暴力団   10
実践！ 地域再生の経営戦略〈改訂版〉   110

実践 中小企業の経営改善と事業再生
　（「コンサルティング能力」強化シリーズ）   82
実践的中小企業再生論〈改訂版〉   78
実践的中小企業再生論〈別冊版〉   78
実践版FP成功の法則   62
実践ホスピタリティ入門
　（KINZAIバリュー叢書）   70
実務解説　エクエーター原則／赤道原則   20
実務ガイド　新・会社非訟【増補改訂版】   87
実務家のための電子記録債権とサプライヤーファ
　イナンス   ３３
実務詳説　商標関係訴訟   88
実務詳説　著作権訴訟   95
実務詳説　特許関係訴訟〈第 2 版〉   9３
実務初級　試験問題解説集〈2016年度版〉
　（金融業務能力検定）   120
実務必携　企業審査ハンドブック   26
実務必携　金融検査事例集の解説   11
実務必携　預金の差押え   79
実例に学ぶ金融機関の債権償却〈第 5 版〉   ３1
私的整理の実務Q&A100問〈追補版〉   77
支店長　勝野俊介   67
支店長の本懐   7３
視点を変える   99
シニアライフ・相続アドバイザー
　試験問題解説集〈2016年度版〉
　（金融業務能力検定）   125
私募債の実務〈改訂版〉   62

「弱者」はなぜ救われないのか   105
社内調査入門
　（KINZAIバリュー叢書）   104
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―   54

「重職心得箇条」に学ぶ銀行支店長の心得
　（KINZAIバリュー叢書）   64
住宅ローンのマネジメント力を高める
　（KINZAIバリュー叢書）   ３2
詳解　銀行法〈全訂版〉   11
詳解　シンジケートローンの法務   89
詳解信託判例―信託実務の観点から―   91
証券化   58
証券投資分析〈第 ３ 版〉
　（EXCELで学ぶファイナンス②）   ３7
詳細登記六法〈平成28年版〉   88
上場会社オーナーのための資産管理実務   20
詳説　改正割賦販売法   97
詳説　中小企業経営承継円滑化法と新・事業承継
　税制   ３6
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情報セキュリティ管理の法務と実務   6
女子にあまったお金はない   57
知らないではすまされないインターネット利用
　の心得ケーススタディ   56
事例からみた地域金融機関の信用リスク管理   42
事例研究　アセット・ベースト・ソリューション   22
事例詳解　インサイダー取引規制   7
事例に学ぶ　貸出先実態把握の勘所   ３8
事例に学ぶ　貸出担当者育成の勘所   ３7
事例に学ぶ　貸出の基本を教えるOJTの勘所   28
事例に学ぶ　貸出判断の勘所（新版）   22
事例に学ぶ　苦情・クレーム対応の勘所   58
事例に学ぶ　決算分析の勘所   ３7
事例に学ぶ　債権保全の勘所   ３5
事例に学ぶ　再生EXITの勘所   85
事例に学ぶ　倒産予知の勘所   ３6
事例に学ぶ　法人営業の勘所   ３5
進化する金融機関の環境リスク戦略   70
新・債券運用と投資戦略〈改訂版〉   40
震災法務Q&A　企業対応の実務   96
人生の引継ぎを考える方にアドバイスしたい70の
　こと〈第 2 版〉   5３
人生のリスク管理
　（KINZAIバリュー叢書）   101
新世代リテールバンキング   71
信託入門
　（KINZAIバリュー叢書）   5
信託の法務と実務〈 6 訂版〉   4
新注釈民事再生法〈第 2 版〉（上）   84
新注釈民事再生法〈第 2 版〉（下）   84
新倒産法制10年を検証する   8３

［新版］インサイダー取引規制のすべて   7
【新版】行動ファイナンス   47
新版　証拠保全の実務   89
シンプル解説オルタナティブローン   24
信用金庫便覧　2015   ３
信用金庫論－制度論としての整理   65
信用組合便覧　2015   ３
信用保証〈第 ３ 版〉   19
信用保証協会の保証〈第 5 版〉
　（法人融資手引シリーズ）   4
信頼されるリーダーへの道   10３
信頼を築く面談力   99

ス

数理ファイナンスの歴史   19
図解で学ぶSEのための企業年金入門   ３7

図解で学ぶSEのための銀行三大業務入門
　〈第 2 版〉   56
すぐに使えるそうぞく対策と生命保険活用術
　〈改訂版〉   55
図説　金融機関職員が知っておきたい外為法の常
　識   7
図説　金融工学とリスクマネジメント   50
図説　金融ビジネスナビ2017
　金融機関の仕事編   52
図説　金融ビジネスナビ2017
　社会人の常識・マナー編   52
図説　金融ビジネスナビ2017
　情報リテラシー向上編   52
図説　生命保険ビジネス   54
図説　損害保険代理店ビジネスの新潮流   57
図説　損害保険ビジネス〈補訂版〉   61
ステークホルダー   81
ステークホルダーⅡ   81
ストラテジック・バンク   69
スペシャリストからプロフェッショナルへ
　生き残る司法書士の条件   102
すべての経営者・内部監査人へ捧げる内部監査を
　活かす術   110
スワップ取引のすべて〈第 5 版〉   41

セ

政治の考え方   104
「製造業」に対する目利き能力を高める
　（「コンサルティング能力」強化シリーズ）   82
成長産業目利き講座
　伸びるビジネスが診えるようになる   81
税務上級　試験問題解説集〈2016年度版〉
　（金融業務能力検定）   122
税務中級　試験問題解説集〈2016年度版〉
　（金融業務能力検定）   122
生命保険の法務と実務〈第 ３ 版〉   52
責任ある金融
　（KINZAIバリュー叢書）   ３0
ゼロからはじめる信用リスク管理   46
ゼロからわかる金融リスク管理
　（KINZAIバリュー叢書）   4３
ゼロからわかるコンサルティング営業のアプローチ
　（KINZAIバリュー叢書）   25
ゼロからわかるコンプライアンス
　（KINZAIバリュー叢書）   9
ゼロからわかる事業再生
　（KINZAIバリュー叢書）   78
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ゼロからわかる事業承継型M&A
　（KINZAIバリュー叢書）   28
ゼロからわかる時事問題とマーケットの深い関係
　（KINZAIバリュー叢書）   99
ゼロからわかる新規融資・成長支援
　（KINZAIバリュー叢書）   26
ゼロからわかる損益と資金の見方
　（KINZAIバリュー叢書）   29
ゼロからわかる知的財産のしくみ
　（KINZAIバリュー叢書）   89
ゼロからわかる積立投資のススメ方
　（KINZAIバリュー叢書）   21

【全体最適】の銀行ALM   47
【全体最適】の保険ALM   46
全訂　執行供託の理論と実務   95
全訂第 2 版　詳解商業登記   90

ソ

相続と債権保全対策〈新版〉   86
相続の登記実務Q&A120問   92
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   99

「相談される金融マン」になるための
　労働・社会保険＆助成金活用ガイドブック   55

“総点検”スプレッドバンキング   42
ソーシャルメディア時代の企業戦略と実践
　（KINZAIバリュー叢書）   69
続　Q&Aそこが知りたいこれからの
　金融モニタリング   4
続・支店長の本懐   67
続々・提言　倒産法改正   81
続・提言　倒産法改正   80
続・郵政民営化と郵政改革
　（KINZAIバリュー叢書）   105
そこが知りたい企業年金の税制   59
そこが知りたい銀行窓口の個人情報保護
　〈第 2 版〉   1３
損害保険の法務と実務   60

タ

体系　グローバル・コンプライアンス・リスクの
　現状   8
第三者委員会   97
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   9３
担保書式便覧【不動産編】   21

チ

地域活性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）   8３
地域金融   72
地域金融機関と会計人の連携   74
地域金融機関の資金運用とリスク管理   48
地域金融機関の将来経営計画   65
地域金融機関のための中小企業M&A入門   ３8
地域金融機関の保険業務   54
地域金融のあしたの探り方   64
地域の資源を活かす再生可能エネルギー事業   25
地域発！　日本再生   80
地銀の選択―一目置かれる銀行に－   66
地銀の未来―明日への責任   65
地銀連携―その多様性の魅力   67
逐条解説　サービサー法〈四訂版〉   80
逐条解説　資金決済法〈増補版〉   14
逐条解説　資産流動化法〈改訂版〉   16
逐条解説　新金融商品販売法   17
逐条解説　新社債、株式等振替法   18
逐条解説　投資法人法   9３
逐条解説　不動産特定共同事業法   88
地方創生に挑む地域金融   75
中国現地法人の出口戦略と撤退実務
　（KINZAIバリュー叢書）   102
中国における金融取引の理論と実務   72
中国における経済政策決定メカニズム   112
中国ビジネス必携
　（KINZAIバリュー叢書）   106
注釈　金融商品取引法　第 1 巻〔定義・情報開示〕   1３
注釈　金融商品取引法　第 2 巻〔業者規制〕   1３
注釈　金融商品取引法　第 ３ 巻〔行為規制〕   1３
注釈破産法（上）   87
注釈破産法（下）   88
中小企業M&A実務必携　税務編   75
中小企業M&A実務必携　法務編   75
中小企業会計指針適用で決算書の品質を高める   111
中小企業「格付け」取得の時代〈第 2 版〉   111
中小企業のための種類株式の活用法   111
中小企業のための融資判断の手引き   29
中小企業向け新規融資のための事業計画分析
　PDCA   28

ツ

通常再生の実務Q&A120問   85
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テ

提言　倒産法改正   80
定年楽園   56
できる支店長になるための 7 つの方法
　―農協の支店長が果たすべき役割―   65
デリバティブキーワード３３３   45
デリバティブとはさみは使いよう
　（KINZAIバリュー叢書）   42
デリバティブ取引のすべて   27
デリバティブ取引の法務と会計・リスク管理
　〈第 2 版〉   49
でんさい実務Q&A   28

「でんさい」のすべて〈第 2 版〉   19
電子記録債権の活用   ３5
電子記録債権の仕組みと実務   ３9

ト

動産・債権譲渡登記手続の実務対応Q&A   ３0
動産・債権譲渡登記の実務〈第 2 版〉   87
倒産処理と弁護士倫理   77
倒産手続と担保権   86
動産評価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）   82
倒産法改正150の検討課題   91
投資インデックス・ハンドブック〈増補版〉   47
投資信託の検査とプロセス別留意点   10
投資信託の法務と実務〈第 4 版〉   16

［完全版］投資ファンドのすべて   27
独占禁止法〈第 4 版〉   97
取引先実態把握のための経営分析の手引き   ３5
取引先の経営実態を把握する法
　（KINZAIバリュー叢書）   ３2
取引先の相続と金融法務   14
取引の相手方と金融実務〈改訂版〉   9
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」―   24

ナ

ナイスディール   24
内部監査高度化のすべて   60
内部監査入門
　（KINZAIバリュー叢書）   44
内部通報システムをつくろう   19
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〉   11
なぜ、いま日本株長期投資なのか   24
なるほど、これが「内部統制」か！   111

ニ

西日本シティ銀行誕生への道のり   68
2025年における民間保険の役割り   55
日米欧の住宅市場と住宅金融
　（KINZAIバリュー叢書）   104
日本株式市場のリスクプレミアムと資本コスト   27
日本の知財戦略
　（KINZAIバリュー叢書）   92
日本の年金制度
　（KINZAIバリュー叢書）   58
日本復活を本物に―チャタムハウスから世界へ―   66
日本を変える新しいリーダーの姿   68
入門金融リスク資本と統合リスク管理〈第 2 版〉   42
任意売却の登記　あ・ら・かると   79
任意売却の法律と実務〈第 ３ 版〉   78

ネ

根抵当権の確定と登記   ３３
年金キーワード120   6３
年金基金のためのプライベート・エクイティ   55

ノ

野村證券　グローバルハウスの火種   65

ハ

バーゼルⅢ　自己資本比率規制計算とリスク捕捉
　実務の完全解説   4
バーゼルⅢ　自己資本比率規制国際統一／国内基
　準告示の完全解説   6
バーゼルⅢ　流動性規制が変えるリスク管理   6
バーゼル規制とその実務   6
ハーバード・ケーススタディ方式で
　企業財務を学ぶ   ３1
パーフェクトFP技能士〈’16～’17年版〉
　 1 級対策問題集・学科編   115
パーフェクトFP技能士〈’16～’17年版〉
　 2 級対策問題集・学科編   116
パーフェクトFP技能士〈’16～’17年版〉
　 2 級対策問題集・実技編（個人資産相談業務）   116
パーフェクトFP技能士〈’16～’17年版〉
　 2 級対策問題集・実技編（資産設計提案業務）   116
パーフェクトFP技能士〈’16～’17年版〉
　 2 級対策問題集・実技編（生保・損保顧客資産
　相談業務）   116
パーフェクトFP技能士〈’16～’17年版〉
　 2 級対策問題集・実技編（中小事業主資産相談
　業務）   116
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パーフェクトFP技能士〈’16～’17年版〉
　 ３ 級対策問題集・学科編   117
パーフェクトFP技能士〈’16～’17年版〉
　 ３ 級対策問題集・実技編（個人資産相談業務）   117
パーフェクトFP技能士〈’16～’17年版〉
　 ３ 級対策問題集・実技編（保険顧客資産相談業
　務）   117
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〉   54
破産管財の実務〈改訂版〉   85
破産管財の手引〈第 2 版〉（CD–ROM付き）   75
破産実務Q&A 200問   79
破産・民事再生の実務〈第 ３ 版〉（破産編）   77
破産・民事再生の実務〈第 ３ 版〉（民事再生・個
　人再生編）   77
はじめてのイスラム金融
　（KINZAIバリュー叢書）   20
はじめての株式投資   22
バリューチェーンファイナンス   68
反社会的勢力関係遮断チェックリスト   16
反社会的勢力と不当要求の根絶への挑戦と課題   15
反社会的勢力排除の法務と実務   10
ハンドブック信託   18
判例から学ぶ金融商品販売と訴訟リスク対策   8

ヒ

東日本大震災に伴う仙台地裁の事務処理・運用   79
ビジネス財務はじめの一歩   111
ビジネスリーダーのフィロソフィー
　（KINZAIバリュー叢書）   105
びっくりするほど経営分析がよくわかる本   ３0
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）   102
病院・高齢者向け住宅・介護福祉施設融資ハン
　ドブック   ３0

フ

ファイナンスの基礎   ３2
ファイナンスの理論と実務   ３8
ファンドビジネスの法務〈第 2 版〉   28
フィナンシャルエンジニアリング〈第 9 版〉   41
不動産競売申立ての実務と記載例〈全訂 ３ 版〉   98
不動産証券化の危機対応   60
不動産担保（上）
　（新訂　貸出管理回収手続双書）   ３4
不動産担保（下）
　（新訂　貸出管理回収手続双書）   ３5

不動産担保実務
　（法人融資手引シリーズ）   21
不動産担保処分
　（新金融実務手引シリーズ）   ３9
不動産取引相談ハンドブック   96
不動産ファイナンスの再生・回収実務   ３1
プライベート・エクイティの投資実務   29
プライムレート革命   7３
ふるさと投資のすべて   29
プロが教える伝わる文章、伝える文章   106
プロジェクトファイナンスの実務   ３9
プロジェクトファイナンスの理論と実務
　〈第 2 版〉   24
粉飾決算企業で学ぶ実践「財務三表」の見方
　（KINZAIバリュー叢書）   ３３
粉飾決算の見分け方〈第 ３ 版〉   ３2
分野別に見る　FP用語集〈第 7 版〉   117

ヘ

平成22年完全施行対応
　改正割賦販売法・特定商取引法三段対照法令集   15
平成３5年地域経済の展望と地銀の針路   67
平成金融危機への対応   7３
ベーシック金融実務用語集   57
ベトナム銀行セクター
　（KINZAIバリュー叢書）   68
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   58

ホ

防災・危機管理の再点検   107
法人営業力強化・ABL・動産評価コース
　試験問題解説集〈2016年度版〉
　（金融業務能力検定）   124
法人営業力強化・海外進出・取引コース
　試験問題解説集〈2016年度版〉
　（金融業務能力検定）   124
法人営業力強化・業種別エキスパート・アグリ
　ビジネスコース　試験対策問題集〈2016年度版〉
　（金融業務能力検定）   12３
法人営業力強化・業種別エキスパート・医療・
　介護コース　試験問題解説集〈2016年度版〉
　（金融業務能力検定）   12３
法人営業力強化・業種別エキスパート・建設
　・不動産コース　試験対策問題集〈2016年度版〉
　（金融業務能力検定）   12３
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法人営業力強化・業種別エキスパート・製造業
　コース　試験対策問題集〈2016年度版〉
　(金融業務能力検定)   12３
法人営業力強化・業種別エキスパート・ベーシッ
 クコース　試験対策問題集〈2016年度版〉
　（金融業務能力検定）   12３
法人営業力強化・事業再生コース
　試験問題解説集〈2016年度版〉
　（金融業務能力検定）   124
法人営業力強化・事業承継・M&Aエキスパート
　試験対策問題集〈2016年度版〉   124
法人営業力強化・中小企業支援コース
　試験問題解説集〈2016年度版〉
　（金融業務能力検定）   124
法人の税金ガイドブック〈2016年度版〉   117
法務上級　試験問題解説集〈2016年度版〉
　（金融業務能力検定）   121
法務中級　試験問題解説集〈2016年度版〉
　（金融業務能力検定）   121
ポートフォリオ理論の実践
　（EXCELで学ぶファイナンス⑤）   ３8
保険ERM経営の理論と実践   42
保険業界の暴排条項対応   12
保険業務のコンプライアンス〈第 ３ 版〉   ３
保険設計ベスト事例集   62
補助金の申請と会計・税務   10３
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―   66
ホスピタリティ   74
本当に使える企業防災・危機管理マニュアルの
　つくり方   111
ホントは世界で一番豊かな国　日本   10３

マ

マイナンバー
　（KINZAIバリュー叢書）   107
マイナンバー保護オフィサー
　試験対策問題集〈2016年版新版〉
　（金融業務能力検定）   125
まだ早い⁉　いまから始めよう
　セカンドライフお悩み相談室   5３
間違いだらけのM&A   29
窓口コンサルティングの基本と実践   62

ミ

ミドルの本懐   6３
未払賃金立替払制度実務ハンドブック   79
ミャンマー開国   104

民事執行の実務　債権執行編（上）〈第 ３ 版〉   94
民事執行の実務　債権執行編（下）〈第 ３ 版〉   94
民事執行の実務　不動産執行編（上）〈第 ３ 版〉   94
民事執行の実務　不動産執行編（下）〈第 ３ 版〉   94
民事不介入原則の超克   92
民事保全の実務〈第 ３ 版増補版〉（上）   90
民事保全の実務〈第 ３ 版増補版〉（下）   90
民法（債権関係）改正法案の概要   89

「民法（債権関係）の改正に関する中間的な論点
　整理」に対して寄せられた意見の概要   95
民法（債権関係）の改正に関する要綱仮案の概要   91
民暴対策Q&A〈第四版〉   17

モ

もうヤダこんな後輩！
　先輩のための後輩トリセツ   5３
もしも、そのお客様が反社会的勢力だったら？   5
モンテカルロ法入門   41
モンテカルロ法によるリアル・オプション分析   44

ヤ

躍動する環境ビジネス   106

ユ

融資管理
　（新金融実務手引シリーズ）   ３9
融資契約〈第 ３ 版〉
　（法人融資手引シリーズ）   2３
融資上級　試験問題解説集〈2016年度版〉
　（金融業務能力検定）   121
融資審査〈第 ３ 版〉
　（法人融資手引シリーズ）   2３
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   56
融資担当者は新会計基準のココをみる   29
融資中級　試験問題解説集〈2016年度版〉
　（金融業務能力検定）   121
郵政民営化と郵政改革
　（KINZAIバリュー叢書）   107

ヨ

よい自治体とは何か？   100
預金上級　試験問題解説集〈2016年度版〉
　（金融業務能力検定）   120
預金中級　試験問題解説集〈2016年度版〉
　（金融業務能力検定）   121
よくわかる金融機関の不祥事件対策   72
よくわかる金融実務のPDCA   62
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よくわかる金融内部監査   17
与信管理入門   4３
与信管理の達人   ３３
甦る金融   71

リ

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」―
　（KINZAIバリュー叢書）   91
利益相反の先例・判例と実務〈全訂第 ３ 版〉   97
リスク計量化入門   48
リスクマネジメントキーワード170   48
リテール金融のイノベーション   57
リテール金融のチャネル革命   69
リテールバンキング今昔物語   59
リテールファイナンスのIT戦略   69
リレーションシップバンキングと知的資産   8３

ロ

労働金庫
　―勤労者自主福祉金融の歴史・理念・未来―   66
論点解説　新破産法〈上〉   86
論点解説　新破産法〈下〉   87

ワ

わかりやすい銀行業務〈全訂 5 版〉   9
わかりやすい金融窓口サービス   6３
わかりやすいコンプライアンス〈第 ３ 版〉   14
わかりやすい民商法   97
わかりやすい融資業務〈第 ３ 版〉   ３4
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Ｃ

CFAJ   101

Ｄ

DCプランナー実務研究会   118

Ｅ

ERM経営研究会   42

Ｆ

FFR+   48

Ｊ

Jaffe, Jeffrey F.   30

Ｎ

NTTデータ経営研究所   109

Ｍ

Mathonet, Pierre-Yves   29
Meyer, Thomas   29

Ｒ

Ross, Stephen A.   30

Ｔ

TMI総合法律事務所   91

Ｗ

Westerfield, Randolph W.   30

ア

相澤　　哲   97
あおぞら銀行リスク統括部   50
あおぞら債権回収株式会社   84
青沼　君明   40,

43,45,46,47,48,49,50
青山　　修   87,92
青山　竜文   28
青山　直子   12,57
青山　大樹   89
赤井　厚雄   29
赤上　博人   18
赤根　妙子   95
浅井国際法律事務所   6
浅井　太郎   6
浅井　弘章   12,13,19,80,82

浅岡　泰史   20
朝倉　雄一   82
浅見　　淳   57
有限責任あずさ監査法人金融本
　部   108
足立　　格   4
安達　長俊   68
株式会社アットストリーム   36,82
厚美　尚武   99
渥美　博夫   61
甘粕　　潔   72
天谷　知子   10,11
荒井　正児   96
荒木　秀之   98
有浦　義明   51
有田　宏美   60
有友　圭一   15,73
有吉　尚哉   39
アルフィス・コンソーシアム   69
粟澤　方智   78
アング，アンドリュー   20
アンダーソン・毛利・友常法
　律事務所   92

イ

伊井　哲朗   27
飯野　直也   4
飯村　　衛   58
イェスコム，エドワード   24
五十嵐敬喜   102
井川　孝之   41
井川　正行   3
生田ひろみ   12
井口　秀昭   37
池田　和世   4,17
池田　正嗣   24
池永　朝昭   10
伊佐地立典   60
石井　裕介   96
石尾　　肇   106
石川　清英   42
石川　貴教   4,126
石毛　　宏   81
石田　晋也   107
石田　英和   27
石田　安実   109
石塚　　岳   60
石塚　智教   5,12

石原　佳和   110
石山　嘉英   5
井須　孝誠   83
磯崎彦次郎   68
磯部　慎吾   90
市川　伸子   45,48,49
伊藤　亜紀   57
伊東　　啓   28
伊東　眞一   60
伊藤　　眞   34,35,83,84
伊東　眞幸   65,66,67
稲田　博志   10
稲葉　大明   46,111
井上　愛朗   81
井上　　聡   12
井上　信一   62
井上真一郎   14
井上　　環   82
井上　哲也   107
井上　義明   24
稲生　隆浩   76
井下　祐忠   57
今井　和男   31
今永浩一郎   12,60
岩城　秀樹   40
岩崎　俊博   75
岩田　和壽   93
岩田合同法律事務所   56,64
岩橋　健治   42
岩渕　真一   36
岩本　　堯   54,57,61

ウ

植田　和男   22
植田　和弘   43
上野　隆司   39,78
右崎　大輔   15
宇佐美　豊   9,11,17,72
宇治野壮歩   95
卯辰　　昇   95
内田　信也   28
内田　芳樹   83
宇野　　輝   65
鵜木　優次   28
梅田亜由美   75
浦壁　厚郎   20
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エ

江上　広行   68
江口浩一郎   19
江口　　輝   55
株式会社エスネットワークス   29
榎本　哲也   24
江平　　享   4,63
衞本　豊樹   61

オ

大江　英樹   56
大櫛　健一   56
大久保暁彦   4,7
大久保　豊   42,

46,47,50,73,100,111
大庫　直樹   64
大阪商事研究会   87
大迫　唯志   35
大島　浩之   52
大竹　美喜   68
太田　智之   40
大塚　明生   40
大塚　和成   11,33,90
大槻　奈那   57
大坪　忠雄   78
大西　　靖   112
大野　　薫   30,41,44
大野　静香   33,79,88
大野　忠士   99,101,108,110
大野　博堂   100
大橋　英敏   26
大林　重治   68
大村　敬一   32,67
大村　　博   26
大森　　茂   60
大森　泰人   5,18,60
大山　　剛   45,49
大和田　慶   24
緒方　俊亮   6
岡　　　宏   69
岡村　　進   50,103
岡本　和久   20
岡本　大毅   3
岡山　忠広   92
尾川　宏豪   17,82
小木曽佳子   28
荻本　洋子   68

奥　総一郎   85
奥野　一成   27,98,100
尾﨑　輝宏   18
小澤　一滋   8
小田桐史治   88
小田　大輔   96
落合　俊彦   32,39
小野兵太郎   21,56
小野　　傑   39

カ

海宝　　明   59
加賀　隆一   39
角田　康夫   47
角間　和男   20
筧　　康生   88,90
鹿児島銀行営業支援部   83
香西駿一郎   56
笠間　太介   36
梶谷　　篤   97
梶谷　　陽   95
柏原　智行   36
片岡宏一郎   39
片岡綜合法律事務所   60
片岡　俊博   20
香月　裕爾   7,58
勝又　長生   60
加藤　国雄   45
加藤新太郎   91
加藤　　豪   4,7
加藤　寛史   78
加藤　浩康   9,14,34,63,103
金井　義家   54
金澤　秀樹   75
可児　　滋   43,46
金児　　昭   30
金本　悠希   6
加納由紀子   84
上島　正道   97
上條佳生留   22
神谷　　智   40
河合　伸一   34
川北　英隆   27,58,98,100
川越　憲治   97
川崎　聖敬   7
川田　悦男   17
川西　拓人   11
河西　浩志   59

川端久美子   52
川原　拓馬   84
川村　一博   33
河村小百合   101
川村　雄介   17,

23,71,74,104,125,126
河本　敏夫   69,107
認定NPO法人環境エネルギー政
　策研究所   25
神田　秀樹   8
神田　芳明   56
菅野真一郎   106
菅野　正泰   42

キ

紀伊　信之   99
危機管理研究会   10
企業経営分析研究会   35
桔梗　芳人   70
菊地　正俊   24
岸田　雅雄   13
木島　正明   50,51
北方　宏之   49
木田翔一郎   22
北白川　智   83
北野　淳史   6
北野　俊光   89
北原　一功   24
木下　信行   13,53
君合律師事務所   92
仰星監査法人   109
キング，ブレット   69
銀行経理問題研究会   63
銀行法規便覧編集委員会   16
株式会社きんざい教育事業セン
　ター   119,

120,121,122,123,124,125,126,
127

きんざいファイナンシャル・プ
　ランナーズ・センター   52,

53,112,113,114,115,116,117,
118,119,124,125

金融円滑化研究会   15
金融機関コンプライアンス研究
　会   9
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一般社団法人金融財政事情研究
　会   5,

12,13,18,21,23,25,30,54,60,63,
67,73,79,93,95

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   117,

118
金融実務研究会   6
金融税制研究会   109
金利デリバティブ研究会   25

ク

楠見　　肇   74
楠美　将彦   32
久保田　清   82
久保田政純   26
隈本　正寛   98
蔵田　隆之   74
グリーン，スティーブン・Ｋ   109
グリーン，デイビッド   107
栗嶋　昭好   6,11
栗谷　修輔   41,47,50
栗田　康弘   74
栗原　　脩   7,88,93
グローバル・コンプライアン
　ス研究会   8
黒川　弘務   80
桑木小恵子   58
桑原　大祐   4,60

ケ

経営者保証に関するガイドラ
　イン研究会事務局   25
剣崎　優人   100
検査マニュアル研究会   3

コ

小泉　保彦   60
一般社団法人後見の杜   88
神﨑　忠彦   36
神﨑満治郎   90
幸田　浩明   94
河野　　勉   29,111
ゴードン・ブラザーズ・ジャ
　パン   22
古賀　輝行   54
小島　修矢   54

小寺　智之   109
後藤　紀一   35
五藤　靖人   65
小林　明彦   21
小林　和成   29
小林　孝明   48
小林　　亨   40
小林　信明   25
小林　史治   15
小林　　守   26
古笛　恵子   57
コベナンツ研究会   40
呉　　雅俊   83
小松　岳志   97
小松　真実   29
小森　　晶   24
小谷野公認会計士事務所   20,37
小谷野幹雄   20
小山　靖寛   50
小山　嘉昭   11,108
近藤　利昭   110
近藤　英男   27
近藤　　浩   96

サ

才口　千晴   84
齋藤　道男   81
斉藤　美彦   101
坂井　　豊   93
坂口　雄作   20
阪本　勁夫   98
桜井　達也   53
櫻井　　豊   19
佐々木城夛   14
佐々木　仁   24
笹山　幸嗣   38
佐藤　　勇   60
佐藤　　司   50
佐藤　弘康   95
佐藤　史子   25
佐藤　正謙   89
佐藤　泰夫   54
佐藤　良道   60,62
佐藤　隆一   49
佐藤　　亮   31
澤山　　弘   106

シ

株式会社シーエーシー金融ビ
　ジネスユニット   37
潮見　佳男   89
柴田　和敏   10
渋澤　　健   27
澁谷　　亮   97
澁谷　耕一   27,35,71,99,105,108
渋谷　武宏   4,7,10
渋谷陽一郎   58
島田法律事務所   79
嶋寺　　基   96
嶌峰　義清   98
清水　和夫   36
清水真一郎   48
清水　　毅   97
清水　将博   15,127
清水　　豊   15
独立行政法人　住宅金融支援
　機構　調査部   104
東海林　保   89
白井　　真   4,7
白木信一郎   27
新日本有限責任監査法人   44,58
新保　恵志   104
信用組合研究会   3

ス

末松　義章   30,32
巣鴨信用金庫創

4

合企画部   74
菅原　郁郎   25
菅原　周一   27
杉浦　宣彦   15,57
杉本　浩一   41
杉本　徳栄   109
杉本　幸孝   94
杉山　　知   72
菅野　泰夫   6
株式会社スコラメディア   126
鈴木　　治   54,57,61
鈴木　　学   75
鈴木　邦彦   55
鈴木　信二   111
鈴木　泰介   88
鈴木　利光   6
鈴木　富久   64
鈴木　秀昭   16
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鈴木　仁史   10,54
鈴木　正和   86
鈴木　正人   56
鈴木　龍介   88
スティグリッツ，ジョセフ・
　Ｅ   106
須藤　英章   83
首藤　　惠   72
住田　昌弘   83
住友信託銀行インデックス・
　クオンツ運用部   47
住友信託銀行年金信託部   63
炭本　典生   58
角谷　大輔   37
スローター・アンド・メイ法
　律事務所   92

セ

株式会社整理回収機構   85
関　　　聖   5
関沢　正彦   4,23,61
関田　健治   4
関　　述之   90
関　　秀忠   3
関谷　正樹   15
セン，アマティア   106
株式会社全銀電子債権ネット
　ワーク   19
全国競売評価ネットワーク   90
一般社団法人全国信用金庫協
　会   3
全国倒産処理弁護士ネットワ
　ーク   77,79,84,85,86,87,88,91
仙台弁護士会紛争解決支援セ
　ンター   92
先端内部監査研究会   62

ソ

袖山　則宏   37
公益財団法人損害保険事業総
　合研究所   42
損害保険ジャパン   43

タ

第75回民事介入暴力対策広島
　大会実行委員会   92
第79回民事介入暴力対策和歌
　山大会実行委員会   4

第一東京弁護士会   85
第一東京弁護士会民事介入暴
　力対策委員会   12,14,16
大工舎　宏   25,84
太陽ASGグループ   103
大和総研   104
髙岡　信男   57
高木　秀文   61
髙田　順三   29,111
高田　　創   100
高野　　真   67
高橋　悦夫   14
高橋さやか   15
髙橋　俊樹   23,31,33,80,82
高橋　智彦   58
高橋　文郎   105
髙橋　昌裕   66
高橋　康文   14,18,107
髙部眞規子   88,93,95
高山　　梢   97
髙山　崇彦   91
高山　　満   39,78
高谷　裕介   90
滝川　秀則   35,102
滝川　宜信   11
瀧下　孝明   53
瀧本　和彦   46
田口　和幸   78
田口真一郎   88
武井　康年   35
竹ケ原啓介   71
多胡　秀人   80,82,83
立花　宣男   90,95,96
田中　隆之   101
田中　博文   78
田中　　実   70
田中　洋子   62
田原　睦夫   87,88

チ

株式会社地域経済活性化支援
　機構   76
一般社団法人地域の魅力研究
　所   80
千葉　真司   80,82
弁護士法人中央総合法律事務
　所   72

ツ

土屋　隆司   72

テ

デイビス，ハワード   107
デービス・ポーク・アンド・ウ
　ォードウェル   92
寺澤　正孝   6
株式会社電通国際情報サービ
　ス   69

ト

都井　清史   23,29,31,33,40,111
東京海上日動火災保険株式会
　社   60
東京地裁会社更生実務研究
　会   76,77,82
東京地裁破産再生実務研究会   77
東京地裁民事執行実務研究会   98
東京地方裁判所民事執行セン
　ター実務研究会   94
東京弁護士会金融取引法部   86
東京リスクマネジャー懇談
　会   47,48
統合リスク管理研究会   51
倒産法改正研究会   80,81
東出　泰雄   30,32
トゥルーバ グループホールディ
　ングス   22,38
有限責任監査法人トーマツ   4,60
有限責任監査法人トーマツ
　JA支援室   65
富樫　直記   64
德田　貴仁   95
德永　文一   106
戸嶋　浩二   81
土手　敏行   91
砺波　　元   51,103
外村　　仁   65
富澤賢一郎   16
冨田　陽子   8
富田　竜一   110
富安　弘毅   42
株式会社トムソンネット   54,

　57,61
友松　義信   5
戸谷　圭子   74
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財団法人トラスト60   18
鳥飼　重和   56

ナ

内藤　　滋   22,94
長岡　　茂   60
永尾　廣久   60
中神　康議   27
長崎幸太郎   16
中崎　　隆   97
中島　　茂   44
中島　　久   106
中島悠来穂   4
中空　麻奈   7
中田　朋子   58
永田　光博   18
中務嗣治郎   8,34,35,39,84
長塚　孝子   52,53
中　都志子   99
長濱　裕士   83
中原　玄太   43
中原　健夫   3,19
中原　利明   23,34,35,84
中原　裕彦   92
中村　淳一   12
中村　　勉   104
中村　英隆   68
中村　　均   97
中村　裕昭   62,73,84
中山　孝雄   75
並木　宏仁   57
行方　洋一   17

ニ

新村　直弘   49
西岡　秀三   43
西岡　祐介   90
西垣　義明   96
西川　吉典   74
西口　健二   46,48
西日本シティ銀行合併史編纂
　委員会   68
西掘　　武   83
西村あさひ法律事務所   23,61
西村　哲雄   103
西村　吉正   70
西山　　都   110
西山　　寛   10

二重橋法律事務所   90
株式会社ニッセイ基礎研究所   58
日本政策金融公庫総合研究所   75
日本政策金融公庫中小企業事
　業本部企業支援部   76
日本政策投資銀行   80
日本政策投資銀行環境・CSR
　部   30
日本政策投資銀行地域企画チ
　ーム   110
一般社団法人日本CFO協会   124
日本M&Aセンター   28,30,38
日本確定拠出年金コンサルテ
　ィング株式会社   119
日本金融監査協会   44
日本興業銀行国際資金部   41,51
日本公認不正検査士協会   72
日本司法書士会連合会   87
公益財団法人日本証券経済研
　究所   71,72,74,104
日本生命保険生命保険研究会   52
株式会社日本総合研究所   70
日本総合研究所調査部金融ビ
　ジネス調査グループ   71
日本電子債権機構   35
NPO法人日本動産鑑定   27
日本トラスティ・サービス信
　託銀行   36
日本バイアウト研究所   44,55
日本弁護士連合会倒産法制等
　検討委員会   77,82
日本弁護士連合会民事介入暴
　力対策委員会   15,17
入道　正久   33
丹羽　哲夫   72

ヌ

額田雄一郎   16,94

ネ

根岸　康夫   50

ノ

能城　弘昭   34,35,84
株式会社ノースアイランド   56
野口　雅之   47
野﨑　浩成   5,63

野村アセットマネジメント株
　式会社   16
株式会社野村資本市場研究所   75
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   102
野村総合研究所   6
野村総合研究所IFRSタスク
　フォース   110
野村総合研究所リテールバン
　キング研究チーム   71
野村　剛司   79

ハ

バークレイズ・グローバル・
　インベスターズ株式会社   37
灰谷　健司   54,58
萩本　　修   16
萩　　康春   29
長谷川佐喜男   74
長谷川俊明法律事務所   16
長谷川紘之   4,7
畠　　武彦   11
旗田　　庸   22,76
畑中龍太郎   8
服部　秀一   7
土生　哲也   89,103
浜田　陽二   6
濱　　宏章   49
濱本　　茂   84
早川　将和   88
早坂　文高   17
原　　　誠   108,109
ハル，ジョン   41

ヒ

樋口　孝夫   25
彦坂　浩一   57
久田　祥史   41
尾藤　　剛   46,73,100
百武　健一   29
平島　　亮   73
平田　　厚   89
平田　重敏   33
平田　統久   61
平野　吉伸   48
廣渡　　鉄   10
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フ

株式会社フィデア総合研究所   67
フィトゥシ，ジャンポール   106
深澤　諭史   56
福井　　修   15
福沢　隆雄   22
福島　清彦   100,103,106
福島　良治   23,41,49,52
福永　　孝   92
藤井　健司   44
藤井　良広   70
藤重　良文   84
藤田　和久   11
藤田　　勉   69
藤林　　宏   37
藤本　和也   54
藤本　忠久   21
藤原　敬三   78
藤原総一郎   76,81
藤原　　勉   78,103
不動産特定共同事業法研究会   91
税理士法人ブレインパートナ
　ー   22
プロモントリー・フィナンシ
　ャル・ジャパン   8

ヘ

北京市君澤君律師事務所   72

ホ

法政大学サステイナビリテ
　ィ研究所   25
穂刈　俊彦   35
星　久美子   109
星野　泰平   21
細田　恵子   61
細田　　隆   9
細溝　清史   25,64
堀内　秀晃   81,83
堀江　貞之   27
堀総合法律事務所   91
本田　伸孝   32

マ

マーフィー，ジョン・Ｊ   41,51
前川　晃廣   102
前岨　　博   15

前田　幸作   12
前田　典子   64,70
牧野　明弘   13
政本　裕哉   56
増井　克行   36
増田　正二   68
増田　智彦   22
増原　義剛   105
町田　哲也   24
松井　秀樹   96
松尾　順介   29
松尾　直彦   9,17,101,109
松嶋　一重   78
松嶋　英機   78
松嶋　　泰   14,34,63,97
松田　克信   73
松田　貴男   64
松田千恵子   38
松田　　亨   87
松原　義明   98
松本　　慶   96
松本　啓二   39
松本　　真   97
松本　　崇   47
松本　卓也   78
松本　岳人   88,91
馬渕　治好   99
真宮角太郎   67
丸茂　　彰   89

ミ

三浦　大助   24
三上　　徹   34,35,84
三木原　聡   16
三國　仁司   110
水川　　聡   11
水島　　正   111
みずほインベスターズ証券引
　受部   59
みずほ銀行   20
みずほ銀行証券業務部   59
みずほ銀行証券・信託業務部   62
みずほ銀行年金営業部   55
みずほコーポレート銀行証券
　部   59
みずほ信託銀行   91
みずほ総合研究所   66
三井住友銀行   20

三井住友銀行総務部金融犯罪
　対応室   7
三井住友信託銀行マーケット
　事業   45
光定　洋介   27
三菱UFJモルガン・スタンレー
　証券市場商品本部   41
三菱UFJ信託銀行   4
三菱UFJ信託銀行不動産信託
　研究会   60
三菱UFJリサーチ＆コンサル
　ティング調査部   102
三菱東京UFJ銀行   20,35
三菱東京UFJ銀行市場企画部
　／金融市場部   27
三菱東京UFJ銀行円貨資金証
　券部   45
三森　　仁   32
御友　重希   66
三村　　聡   66
三宅　英貴   4
宮坂　　祐   99
宮崎信太郎   83
弁護士法人宮﨑綜合法律事務
　所   10
宮﨑　圭生   94
深山　卓也   8,34,35,84
三輪　壮一   57

ム

向大野新治   104
武藤　敏郎   71
村内　佳子   46,47,49
村岡香奈子   38
村岡　佳紀   10
村上　賢二   55
村木　良平   75
村瀬　貴子   88
村田利喜弥   39
村中健一郎   38
村松　秀樹   16
村本　　孜   65,83
村山　真一   78
室　　　勝   56

メ

明治安田生活福祉研究所   53
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明治安田生命保険相互会社営
　業教育部   55

モ

望月　琢彦   54
本村　　彩   31
本村　　健   56,64,95,97
本柳　祐介   28
森岡　宏之   28
森川　勝彦   54
森島　義博   40
森杉　壽芳   43
森田　隆大   48
森冨　義明   89
森永　　聡   48
森信　茂樹   102,107,109
森　　倫洋   83
森本　祐司   41,43,46,47
森脇　純夫   39

ヤ

八木　一洋   90
矢島　　剛   45,49
安福　達也   79
八代恭一郎   73,86
柳田　一宏   83
矢野　　学   37
山内　直樹   48
やまぎん情報開発研究所   105
山口　　毅   102
山口　哲平   4
山口　徹朗   36
山﨑　千春   10
山崎　良太   76,81
山下清兵衛   96
山下　知樹   87
税理士法人　山田＆パートナ
　ーズ   85
山田　英二   100
山田　静江   53
山田　晴信   31,109
山田ビジネスコンサルティン
　グ株式会社   75
山田　能伸   72
山野　久雄   50
山野目章夫   88
山村　武彦   105,107,111
山本　明弘   69

山本　　明   60
山本　和彦   12,87,88
山本　啓太   3
山本　正行   58

ユ

結城　大輔   19
郵政改革研究会   105,107
行岡みち子   60

ヨ

預金保険機構   73
横沢　善夫   60
横山兼太郎   78
吉井　一洋   6
吉岡　伸一   14,39
吉澤　一子   4
吉田　悦章   20
吉田　清弘   79
吉田　浩二   27
吉田　　聡   111
吉田　重雄   22,

28,31,34,37,38,64,66
吉田　修平   96
吉田修平法律事務所   93,95,96
吉田　桂公   11
吉田　光碩   39
吉原　省三   9
吉藤　　茂   50
吉元　利行   126
一般社団法人与信管理協会   43
米澤　潤一   102

ラ

NPO法人ら・し・さ   54,59

リ

りそな企業年金研究所   59
両部　美勝   57,61,86

ロ

六角　麻由   22
ロングブラックパートナーズ   78

ワ

若林　公子   41
涌井美和子   72
鷲野　健次   33

渡邊　博己   14,39
渡邉　雅之   14,18,93
渡邉　元雄   68
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●北海道
	札　幌　市
	 中 央 区	 MARUZEN&ジュンク堂書店　札幌店	 011-223-1911
	 　 〃	 三省堂書店　札幌店	 011-209-5600
	 　 〃	 丸善　札幌北一条店	 011-232-0222
	 　 〃	 文教堂書店　札幌大通駅店	 011-200-5655
	 　 〃	 北海道官報販売所	 011-231-0975
	 北　　区	 コーチャンフォー　新川通り店	 011-769-4000
	 豊 平 区	 コーチャンフォー　ミュンヘン大橋店	 011-817-4000
	旭　川　市	 ジュンク堂書店　旭川店	 0166-26-1120
	 	 	 コーチャンフォー　旭川店	 0166-76-4000
	函　館　市	 函館蔦屋書店	 0138-47-6565
	帯　広　市	 帯広喜久屋書店　ザ・本屋さん	 0155-21-7782
	北　見　市	 コーチャンフォー　北見店	 0157-26-1122
	岩 見 沢 市	 喜久屋書店　ブックジャム岩見沢店	 0126-23-8184

●青森県
	弘　前　市	 ジュンク堂書店　弘前中三店	 0172-34-3131
	青　森　市	 宮脇書店　青森本店	 017-721-1080
	 	 青森市官報販売所（成田本店）	 017-723-2431

●岩手県
	盛　岡　市	 ジュンク堂書店　盛岡店	 019-601-6161
	 	 エムズエクスポ　盛岡店	 019-648-7100

●宮城県
	仙　台　市
	 青 葉 区	 丸善　仙台アエル店	 022-264-0151
	 　 〃	 TSUTAYAヤマト屋書店　仙台八幡店	 022-217-9662
	 　 〃	 喜久屋書店　仙台店	 022-283-2235
	 　 〃	 ジュンク堂書店　仙台ＴＲ店	 022-265-5656
	 　 〃	 全国官報販売協同組合　仙台事業部	 022-261-8320
	 泉　　区	 蔦屋書店　仙台泉店	 023-622-2150

●秋田県
	秋　田　市	 ジュンク堂書店　秋田店	 018-884-1370
	 	 宮脇書店　秋田本店	 018-825-5515
	北 秋 田 市	 ブックスモア　鷹巣店	 0186-69-7501

●山形県
	山　形　市	 戸田書店　山形店	 023-682-3111
	 	 こまつ書店　寿町本店	 023-641-0641
	東 田 川 郡	 戸田書店　三川店	 0235-68-0015

●福島県
	福　島　市	 福島県官報販売所（西沢書店）	 024-522-0161
	 	 岩瀬書店　中合店	 024-521-3022
	郡　山　市	 ジュンク堂書店　郡山店	 024-927-0440

●茨城県
	水　戸　市	 茨城県官報販売所		 029-291-5676
	つ く ば 市	 ACADEMIA　イーアスつくば店	 029-868-7407
	ひたちなか市	 蔦屋書店　ひたちなか店	 029-265-2300
	東 茨 城 郡	 宮脇書店　水戸南店	 029-219-0065

●栃木県
	宇 都 宮 市 	 喜久屋書店　宇都宮店	 028-614-5222
	 	 落合書店　宝木店	 028-650-2211

●群馬県
	前　橋　市	 紀伊國屋書店　前橋店	 027-220-1830
	 	 戸田書店　前橋本店	 027-223-9011
	 	 蔦屋書店　前橋みなみモール店	 027-210-0886
	 	 Bookman's	Academy　前橋店	 027-280-3322
	太　田　市	 喜久屋書店　太田店	 0276-47-8723
	 	 Bookman's	Academy　太田店	 0276-40-1900
	高　崎　市	 戸田書店　高崎店	 027-363-5110
	 	 Bookman's	Academy　高崎店	 027-370-6166

●埼玉県
	さいたま市
	 中 央 区	 ブックデポ書楽	 048-852-6581
	 大 宮 区	 ジュンク堂書店　大宮高島屋店	 048-640-3111
	 浦 和 区	 須原屋　本店	 048-822-5321
	 南　　区	 須原屋　武蔵浦和店	 048-872-0550
	川　口　市	 文教堂　川口駅店	 048-227-4821
	川　越　市	 WonderGOO　川越店	 049-265-7130
	久　喜　市	 蔦屋書店　フォレオ菖蒲店	 0480-87-0800
	熊　谷　市	 戸田書店　熊谷店	 048-599-3232
	桶　川　市	 丸善　桶川店	 048-789-0011

●千葉県
	千　葉　市
	 中 央 区	 三省堂書店　そごう千葉店	 043-245-8331
	船　橋　市	 旭屋書店　船橋店	 047-424-7331
	松　戸　市	 ジュンク堂書店　松戸伊勢丹店	 047-308-5111
	柏　　　市	 ＫaBoS　ららぽーと柏の葉店	 04-7168-1760
	印　西　市	 宮脇書店　印西牧の原店	 0476-40-6325
	 	 喜久屋書店　千葉ニュータウン店	 0476-40-7732
	習 志 野 市	 くまざわ書店　津田沼店	 047-475-8311
	 	 丸善　津田沼店	 047-470-8311

●東京都
	千 代 田 区	 丸善　丸の内本店	 03-5288-8881
	 	 紀伊國屋書店　大手町ビル店	 03-3201-5084
	 	 くまざわ書店　大手町店	 03-6213-0440
	 	 丸善　お茶の水店	 03-3295-5581 
	 	 有隣堂　ヨドバシAKIBA店	 03-5298-7474
	 	 至誠堂書店	 03-3581-2604
	 	 ジュンク堂書店　プレスセンター店	 03-3502-2600
	 	 弁護士会館ブックセンター	 03-5157-5222
	 	 大手町書房	 03-3211-0029
	 	 三省堂書店　有楽町店	 03-5222-1200
	 	 三省堂書店　神保町本店	 03-3233-3312
	 	 政府刊行物センター（霞ヶ関）	 03-3504-3885
	 	 東書店	 03-3254-1225
	中　央　区	 丸善　日本橋店	 03-6214-2001
	 	 八重洲ブックセンター　本店	 03-3281-1811
	 	 ブックファースト　銀座コア店	 03-3573-8889
	 	 タロー書房	 03-3241-2701
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	港　　　区	 文教堂　浜松町店	 03-3437-5540
	 	 文教堂　赤坂店	 03-5573-4321
	 	 くまざわ書店　品川店	 03-3472-0481
	 	 虎ノ門書房　本店	 03-3502-3461
	渋　谷　区	 紀伊國屋書店　新宿南店	 03-5361-3301
	 	 MARUZEN＆ジュンク堂書店　渋谷店	 03-5456-2111
	新　宿　区	 紀伊國屋書店　新宿本店	 03-3354-0131
	 	 ブックファースト　新宿店	 03-5339-7611
	 	 芳林堂書店　高田馬場店	 03-3208-0241
	豊　島　区	 旭屋書店　池袋店	 03-3986-0311
	 	 ジュンク堂書店　池袋本店	 03-5956-6111
	品　川　区	 ブックファースト　レミィ五反田店	 03-6408-1811
	大　田　区	 くまざわ書店　蒲田店	 03-3737-5351
	中　野　区	 あおい書店　中野本店	 03-3319-5161
	足　立　区	 ブックファースト　ルミネ北千住店	 03-5284-2311
	武 蔵 野 市	 ジュンク堂書店　吉祥寺店	 0422-28-5333
	立　川　市	 オリオン書房　ノルテ店	 042-522-1231
	八 王 子 市	 くまざわ書店　八王子店	 042-625-1201
	 	 くまざわ書店　八王子東急スクエア店	 042-643-8791
	多　摩　市	 ACADEMIAくまざわ書店　桜ヶ丘店	 042-337-2531
	 	 丸善　多摩センター店	 042-355-3220
	あきる野市	 文教堂　あきる野とうきゅう店	 042-532-7470
	武蔵村山市	 オリオン書房イオンモールむさし村山ミュー店	 042-567-6911
	稲　城　市	 コーチャンフォ―　若葉台店	 042-350-2800

●神奈川県
	横　浜　市
	 西　　区	 紀伊國屋書店　横浜店	 045-450-5901
	 　 〃	 あおい書店　横浜店	 045-349-8377
	 　 〃	 くまざわ書店　ランドマーク店	 045-683-1021
	 都 筑 区	 ACADEMIA　港北店	 045-914-3320
	 青 葉 区	 ブックファースト　青葉台店	 045-989-1781
	川　崎　市
	 高 津 区	 文教堂　溝の口本店	 044-812-0063
	 幸　　区	 丸善　ラゾーナ川崎店	 044-520-1869
	 川 崎 区	 あおい書店　川崎駅前店	 044-233-6518
	相 模 原 市
	 緑　　区	 ACADEMIAくまざわ書店　橋本店	 042-700-7020
	藤　沢　市	 ジュンク堂書店　藤沢店	 0466-52-1211
	横 須 賀 市	 平坂書房	　MORE’S店	 046-822-2655

●新潟県
	新　潟　市
	 中 央 区	 戸田書店　新潟南店	 025-257-1911
	 　 〃	 ジュンク堂書店　	新潟店	 025-374-4411
	 　 〃	 紀伊國屋書店　	新潟店	 025-241-5281
	柏　崎　市	 コメリ書房　柏崎店	 0257-20-1230
	長　岡　市	 戸田書店　長岡店	 0258-22-5911
	 	 宮脇書店　長岡店	 0258-31-3700

●富山県
	富　山　市	 紀伊國屋書店　	富山店	 076-491-7031
	 	 BOOKSなかだ　掛尾本店	 076-492-1192
	高　岡　市	 文苑堂書店　福田本店	 0766-27-7800

●石川県
	金　沢　市	 KaBoS　大桑店	 076-226-1170
	 	 うつのみや　香林坊店	 076-234-8111
	 	 文苑堂書店　示野本店	 076-267-7007
	 	 明文堂書店　金沢ビーンズ県庁前本店	 076-239-4400
	小　松　市	 明文堂書店　TSUTAYA	KOMATSU	 0761-23-4280
	野 々 市 市	 明文堂書店　金沢野々市店	 076-294-0930

●福井県
	福　井　市	 勝木書店　本店	 0776-24-0428
	 	 勝木書店　SuperKaBoS新二の宮店	 0776-27-4678
	 	 紀伊國屋書店　福井店	 0776-28-9851

●山梨県
	甲　府　市	 朗月堂書店　本店	 055-228-7356
	 	 ジュンク堂書店　岡島甲府店	 055-231-0606

●長野県
	長　野　市	 平安堂　長野店	 026-224-4545
	 	 長野県官報販売所（長野西沢書店）	 026-233-3185
	松　本　市	 丸善　松本店	 0263-31-8171

●岐阜県
	岐　阜　市	 自由書房　EX高島屋店	 058-262-5661
	 	 岐阜県官報販売所（郁文堂書店）	 058-262-9897
	大　垣　市	 ACADEMIA　大垣店	 0584-77-6450
	 	 喜久屋書店　大垣店	 0584-77-1717

●静岡県
	静　岡　市
	 葵　　区	 MARUZEN&ジュンク堂書店　新静岡店	 054-275-2777
	 　 〃	 静岡県官報販売所	 054-253-2661
	 　 〃	 戸田書店　静岡本店	 054-205-6111
	 駿 河 区	 カリヨン書店	 054-294-7814
	磐　田　市	 谷島屋　ららぽーと磐田店	 0538-59-0358
	沼　津　市	 マルサン書店　仲見世店	 055-963-0350

●愛知県
	名 古 屋 市
	 中　　区	 名法書店	 052-211-5399
	 　 〃	 ジュンク堂書店　ロフト名古屋店	 052-249-5592
	 　 〃	 丸善　名古屋本店	 052-238-0320
	 中 村 区	 三省堂書店　名古屋高島屋店	 052-566-8877
	 　 〃	 ジュンク堂書店　名古屋店	 052-589-6321
	 中 川 区	 いまじん　戸田店	 052-439-2360
	 西　　区	 フタバ図書　TERAワンダーシティ店	 052-509-7922
	岡　崎　市	 いまじん　ウイングタウン岡崎店	 0564-72-5080
	豊　橋　市	 精文館　本店	 0532-54-2345
	瀬　戸　市	 いまじん　瀬戸店	 0561-97-3655
	一　宮　市	 宮脇書店	　尾西店	 0586-47-7111
	春 日 井 市	 いまじん　春日井南店	 0568-35-5900

●三重県
	津　　　市	 別所書店　修成店	 059-246-8822
	 	 三重県官報販売所	 059-228-4812
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	四 日 市 市 	 丸善　四日市店	 059-359-2340
	 	 宮脇書店　四日市本店	 059-359-5910
	 	 宮脇書店　イオンタウン四日市泊店	 059-348-6373

●滋賀県
	大　津　市	 滋賀官報販売所（澤五車堂）	 077-524-2683
	草　津　市	 喜久屋書店　草津店	 077-516-1118

●京都府
	京　都　市
	 下 京 区	 ジュンク堂書店　京都店	 075-252-0101
	 　 〃	 くまざわ書店　四条烏丸店	 075-255-6800
	 中 京 区	 京都府官報販売所	 075-221-4444
	 南　　区	 アバンティブックセンター　京都店	 075-671-8987
	 　 〃	 大垣書店　イオンモールKYOTO店	 075-692-3331

●大阪府
	大　阪　市
	 中 央 区	 紀伊國屋書店　本町店	 06-4705-4556
	 　 〃	 ジュンク堂書店　天満橋店	 06-6920-3730
	 　 〃	 ジュンク堂書店　千日前店	 06-6635-5330
	 　 〃	 文教堂書店　淀屋橋店	 06-4707-3355
	 北　　区	 紀伊國屋書店　梅田本店	 06-6372-5821
	 　 〃	 ジュンク堂書店　大阪本店	 06-4799-1090
	 　 〃	 MARUZEN＆ジュンク堂書店　梅田店	 06-6292-7383
	 　 〃	 紀伊國屋書店　グランフロント大阪店	 06-7730-8451
	 　 〃	 大阪高裁内ブックセンター	 06-6315-5511
	 天王寺区	 ジュンク堂書店　上本町店	 06-6771-1005
	 西　　区	 大阪府官報販売所	 06-6443-2171
	 浪 速 区	 ジュンク堂書店　難波店	 06-4396-4771
	 阿倍野区	 ジュンク堂書店　あべのハルカス店	 06-6626-2151
	泉　南　市	 旭屋書店　イオンりんくう泉南店	 072-480-6501
	東 大 阪 市	 ヒバリヤ書店　本店	 06-6722-1121
	 	 近畿大学ブックセンター梅の木	 06-6721-2660

●兵庫県
	神　戸　市
	 中 央 区	 ジュンク堂書店	三宮店	 078-392-1001
	 　 〃	 ジュンク堂書店　三宮駅前店	 078-252-0777
	 北　　区	 喜久屋書店　北神戸店	 078-983-3755
	西　宮　市	 ジュンク堂書店　西宮店	 0798-68-6300
	 	 ブックファースト　阪急西宮ガーデンズ店	 0798-62-6103
	姫　路　市	 ジュンク堂書店　姫路店	 079-221-8280

●奈良県
	奈　良　市	 くまざわ書店　奈良店	 0742-36-7415
	橿　原　市	 喜久屋書店　橿原店	 0744-20-3151
	大和郡山市	 喜久屋書店　大和郡山店	 0743-55-2200

●和歌山県
	和 歌 山 市	 宮脇書店　ロイネット和歌山店	 073-402-1472

●鳥取県
	米　子　市	 本の学校　今井ブックセンター	 0859-31-5000

●島根県
	松　江　市	 島根県官報販売所（今井書店）	 0852-24-2230

●岡山県
	岡　山　市
	 北　　区	 紀伊國屋書店　クレド岡山店	 086-212-2551
	 　 〃	 丸善　岡山シンフォニービル店	 086-233-4640
	 　 〃	 啓文社　岡山本店	 086-805-1123
	 　 〃	 宮脇書店　岡山本店	 086-242-2188
	倉　敷　市	 喜久屋書店　倉敷店	 086-430-5450

●広島県
	広　島　市
	 中　　区	 紀伊國屋書店　広島店	 082-225-3232
	 　 〃	 丸善　広島店	 082-504-6210
	 　 〃	 フタバ図書　ＧＩＧＡ本通店	 082-504-7125
	 南　　区	 ジュンク堂書店　広島駅前店	 082-568-3000
	 西　　区	 アルパークブックガーデン廣文館	 082-501-1065
	 　 〃	 フタバ図書　アルティアルパーク北棟店	 082-270-5730
	 　 〃	 廣文館　アルパークブックガーデン	 082-501-1065
	 安佐南区	 フタバ図書　MEGA祇園中筋店	 082-830-0601
	 　 〃	 丸善　広島経済大学ブックセンター	 082-875-5981
	福　山　市	 啓文社　ポートプラザ店	 084-971-1211
	 	 啓文社　コア神辺店	 084-962-3939
	 	 フタバ図書　アルティ福山本店	 084-973-8780
	安　芸　郡	 フタバ図書　TERA広島府中店	 082-561-0771

●山口県
	下　関　市	 明屋書店　MEGA新下関店	 083-250-2525
	 	 くまざわ書店　下関店	 083-228-0401

●徳島県
	徳　島　市	 紀伊國屋書店　徳島店	 088-602-1611
	 	 宮脇書店　新徳島本店	 088-663-6621
	 	 徳島官報販売所（小山助学館）	 088-654-2135
	板　野　郡	 紀伊國屋書店　ゆめタウン徳島店	 088-692-0513

●香川県
	高　松　市	 宮脇書店　本店	 087-851-3733
	 	 宮脇書店　総本店（宮脇カルチャースペース）	 087-823-3152
	 	 紀伊國屋書店　高松店	 087-811-6622
	 	 ジュンク堂書店　高松店	 087-832-0170
	 	 香川県官報販売所	 087-851-6055
	三　豊　市	 宮脇書店　三豊店	 0875-56-6036

●愛媛県
	松　山　市	 ジュンク堂書店　松山店	 089-915-0075
	 	 宮脇書店　新松山店	 089-924-8731
	 	 愛媛県官報販売所	 089-941-7879
	新 居 浜 市 	 宮脇書店　新居浜本店	 0897-31-0586

●福岡県
	福　岡　市
	 中 央 区	 ジュンク堂書店　福岡店	 092-738-3322
	 博 多 区	 丸善　博多店	 092-413-5401



151

常備書店 常備書店

	北 九 州 市
	 小倉北区	 ブックセンタークエスト　小倉本店	 093-522-3912
	久 留 米 市	 丸善　久留米大学売店	 094-241-9713
	糟　屋　郡	 フタバ図書　TERA福岡東店	 092-939-7200

●佐賀県
	佐　賀　市	 紀伊國屋書店　佐賀店	 0952-36-8171

●長崎県
	長　崎　市	 メトロ書店　本店	 095-821-5400

●熊本県
	熊　本　市	 丸善　熊本学園大学売店	 096-364-1026

●大分県
	大　分　市	 ジュンク堂書店　大分店	 097-536-8181
	 	 明林堂書店　大分本店	 097-573-3400

●宮崎県
	宮　崎　市	 旭屋書店　イオン宮崎店	 0985-60-3881
	 	 蔦屋書店　宮崎高千穂通り店	 0985-61-6711
●鹿児島県
	鹿 児 島 市	 ジュンク堂書店　鹿児島店	 099-216-8838
	 	 ブックスミスミ　オプシア店	 099-813-7012
●沖縄県
	那　覇　市	 ジュンク堂書店　那覇店	 098-860-7175
	宜 野 湾 市	 宮脇書店　大山店	 098-942-8267
	豊 見 城 市	 戸田書店　豊見城店	 098-852-2511
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