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新会社法を学ぶ
平成18年5月1日から、「会社法」が施行されました(平成17年7月26日公布)。実は会社法という名
前の法律ができたのは今回が初めてです。今まで会社法といっていたものの実際は、商法第２編、
有限会社法、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律等の各規定などの総称でした。
今回の法律施行に際して「新会社法」に対応した資料約30点を集めました｡貸出もできます｡
どうぞ４階ビジネス情報コーナーでご覧ください。(今後到着する資料も順次展示します。)
※貸出中の場合資料コードで予約ができます。カウンターへお申込みください。

通勤中に読めるコンパクトな入門書はこれ！
「（岩波新書）会社法入門」
神田秀樹著 岩波書店 2006.4 資料コード：1108897934
「（日経文庫ビジュアル）株式会社の基本 第3版」
柴田和史著 日本経済新聞社 2006.4 資料コード：1108891752
「（日経文庫ベーシック）会社法入門 第5版」
宍戸善一著 日本経済新聞社 2006.4
資料コード：1108891725

「新会社法の重要55ポイント」
中央経済社 2006.4 資料コード：1108897415

項目別やＱ＆Ａで知りたいことがすぐわかる！
「図解会社法のしくみと実務知識」
石井逸郎編 同文館出版 2006.2 資料コード：1108900922
「実務対応新会社法Ｑ＆Ａ」
日比谷パーク法律事務所ほか編 清文社 2005.10 資料コード：
1108784761
「詳解新会社法の実務Ｑ＆Ａ」
新日本監査法人編 税務研究会出版局 2005.10 資料コード：
1108779930
「新会社法とビジネス実務への影響」
太田達也著 商事法務 2005.2 資料コード：1108653250
「新会社法の基本Ｑ＆Ａ100」
今川嘉文著 中央経済社 2005.8 資料コード：1108758028
「新会社法施行規則案のすべて」
税務経理協会 2006.1 資料コード：1108819956
「一問一答新・会社法」
相澤哲編著 商事法務 2005.7 資料コード：1108744800
「キーワードで読む会社法」
浜田道代編 有斐閣 2005.12 資料コード：1108821391

新会社法は自分の仕事にどう関係するのか？
「
変わる社会、変わる会計」石川純治著 日本評論社 2006.5 資料コード：
1108915738
「Ｑ＆Ａ「新会社法」であなたの仕事はこう変わる」中島茂ほか 日本経済新聞社 2006.2 資料コード：1108900913
「新会社法時代のリーガルセンス これだけは身につけたい」渡部喬一編 日本経済新聞社 2006.4 資料コード：1108881658

「
ビジネスマンの会社法・商法」尾崎哲夫著 ダイヤモンド社 2006.4 資料コード：
1108909122
「会社法決算のすべて」
太田達也著 商事法務 2006.5 資料コード：1108914490
「法務、コンプライアンス担当者の会社法実務」
ワールド・ヒューマン・リソーシス編 中央経済社 2006.5 資料コード：
「会社法・施行規則が定める内部統制」
後藤啓二著 中央経済社 2006.4 資料コード：1108880740
「（新・会社法実務問題シリーズ１）定款・
各種規則の作成実務」 中央経済社 2006.5 資料コード：1108912861

「（新・会社法実務問題シリーズ４）株主総会の準備事務と議事運営」
中央経済社 2006.5

資料コード：1108913260
「取締役の法律知識（
日経文庫）
」
中島茂著 日本経済新聞社 2005.11 資料コード：1108797349
「
新会社法による取締役・執行役・監査役実務のすべて」あずさ監査法人著 清文社 2006.5 資料コード：1108902730
「取締役の義務と責任 ５訂版」
堀越菫著 税務研究会出版局 2006.4 資料コード：1108891331
「会社法による定款作成の実務」
中村信男著 中央経済社 2006.5 資料コード：1108904780
「定款変更と企業防衛対策の実務」
鳥飼重和編 清文社 2006.5 資料コード：1108902720
「定款の見直しとモデル例 会社法でこう変わる」芥川基著 日本実業出版社 2006.5 資料コード：1108903100
「会社法適用による会社登記の全実務」
田口真一郎ほか著 清文社 2006.4 資料コード：1108896070
「会社法施行前後の法律問題」
郡谷大輔編 商事法務 2006.4 資料コード：1108897406
これから起業する人へ！

「つぶれない会社を簡単に作る方法 勝ち組になる起業術 新会社法対応！」プレジデント社 2006.4 資料コード：1108898477
「早わかり中小企業の会社法・内部統制・会計の実務」中央青山監査法人著 中経出版 2006.5資料コード：1108915406

「新会社法でつくる株式会社 定款づくりから登記、届出の提出まで」小林俊道著 あさ出版 2006.3 資料コード：1108869161
「１円起業 新会社法対応版 成功の７つのポイント」大橋周治著 祥伝社 2006.3 資料コード：1108870799

「起業から１年目までの会社設立の手続きと法律・税金」小林俊道著 あさ出版 2006.3 資料コード：1108809898
「ＬＬＣとは何か」山崎茂雄編著 税務経理協会 2006.3 資料コード：1108874715
「合同会社・ＬＬＰの法務と税務」
根田正樹・矢内一好編 学陽書房 2005.9 資料コード：
1108774390
「ＬＬＰ・ＬＬＣの会計税務ガイドブックＱ＆Ａ」 税務研究会出版局 2006.4
資料コード：1108881451

中小企業の対応・対策について
「新会社法施行！有限会社の対応実務 重要ポイント」赤岩茂著 中経出版 2006.5資料コード：
1108915415
「中小企業のためのこれからの会社法実務Q&A」布井千博ほか著 青林書院 2006.5資料コード：
1108914463
「
へえ〜、そうなんだ！特例有限会社の経営」石野誠一著 明日香出版社 2006.5資料コード：
1108910508
「
新会社法に有限会社はこう対応しなさい」勝田一男著 中央経済社 2005.7資料コード：
1108908878
「
有限会社の対応と手続きがスッキリわかる本」石井哲郎著 日本実業出版社 2005.11 資料コード：
1108900261

「同族会社のための「
新会社法」
活用術」
西村昌彦著 東峰書房 2006.4 資料コード：1108900252
「中小企業の会社法・
実践講義」
山下真弘著 税務経理協会 2006.4 資料コード：1108881433
「中小企業会計指針と会社法」
鶴田彦夫著 税務経理協会 2006.5 資料コード：1108910553
「中小会社・有限会社の新・
会社法」
群谷大輔編 商事法務 2006.3 資料コード：1108871713
「
中小企業のための新会社法徹底活用マニュアル」相澤哲・神門剛著 ぎょうせい2006.1 資料コード：1108856566
「新会社法と中小会社の実務対応」
酒巻俊雄監修 中央経済社 2005.8 資料コード：1108763770

体系的に会社法を勉強したい方に
「会社法概論」平出慶道ほか編 青林書院 2006.5 資料コード：1108911292
「はじめて学ぶ企業法」
山下真弘著 法学書院 2006.4 資料コード：1108896955
「日本の会社法 新訂第8版」
河本一朗ほか 商事法務 2006.4 資料コード：1108902711
「会社法要説 新版」
田辺光政著 税務経理協会 2006.4 資料コード：1108883895
「会社法（法律学講座双書） 第8版」
神田秀樹著 弘文堂 2006.4 資料コード：1108881649
「最新株式会社法 第3版」
近藤光男著 中央経済社 2006.3 資料コード：1108880712
「ゼミナール会社法入門 第6版」
岸田雅雄著 日本経済新聞社 2006.2 資料コード：1108862062
「新会社法の完全解説」
太田達也著 税務研究会出版 2006.3 資料コード：1108869152
「新会社法エッセンス 第２版」
宮島司著 弘文堂 2006.4 資料コード：1108899198
「新会社法の基本問題」
山本為三郎編 慶応義塾大学出版会 2006.2 資料コード：1108860952
「アドバンス新会社法」
長島・
大野・
常松法律事務所編 商事法務 2005.12 資料コード：1108810825
「リーガルマインド会社法 第10版」
弥永真生著 有斐閣 2006.3 資料コード：1108880946
「新会社法全条文 新旧両条文を完全併載」
前田雅弘・北村雅史編 三省堂 2005.8
資料コード：1108759606

ここに注目！最近３ヶ月分の新会社法関係の雑誌記事
館外貸出はできませんが、閲覧・複写はできます。２階新聞雑誌コーナーでどうぞ。

＜図解で要点がわかりやすくまとまっているものが欲しい方に＞

週刊ダイヤモン
図解新会社法実践ガイド」
新会社法に備えるためのチェックリスト
4123号（2006.3.25） 32-61ｐ 「
ド
あり
。
週刊東洋経済 6012号（2006.4.1） 36-75ｐ 「
新「
会社大図鑑」 ビジネス新法まるわかり！」
週刊エコ
ミスト 第15巻第5号
3820号（2006.4.11） 99-103ｐ 「
よい会社の条件」
新会社法で変わる５つのポイント
Ｆｏｒ
ｂｅｓノ
日本
版
（2006.5）
69-79ｐ 「
図解明解新会社法のポイント」
日経ビジネスアソ
シエ
第5巻第6号（2006.3）

「
1冊まるごと事例で学ぶ新会社法」
＜法務・経理・総務担当の方に＞
企業会計
第58巻第4号（2006.4）
特集「
会社法関係法務省令の重要ポイント
」
特集「
新会計基準の体系と
会社法」「会社法による内部統制の実
企業会計
第58巻第5号（2006.5）
務対応」
企業実務
第45巻第1号（2006.1）18-24ｐ 「
総務・
経理の仕事に影響を及ぼす大変化を読み解く」
企業実務
第45巻第5号（2006.5）18-27ｐ 「
会社法施行後の株主総会はこうやる」
税経通信
862号（2006.4）
58-110ｐ 「
新会社法スタート迫る！株主総会までにすること」
税経通信
863号（2006.4）
臨時増刊「
会社法対応[会社の計算]詳解と実務」
＜学問的な解釈が欲しい方に＞
法学教室
№307（2006.4）
連載「
新会社法講義（
全２４回）
」
がこの号から開始。
法律のひろば 第59巻第3号（2006.3）
特集「
新会社法施行を前に」
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