
開催回 賞 著者・編者（敬称略） 受賞作品

第1回 正賞 井上 光太郎 加藤 英明 『Ｍ＆Ａと株価』（東洋経済新報社）

第1回 奨励賞 飯田 秀総 『公開買付規制における対象会社株主の保護』（法学協会雑誌）

第1回 奨励賞 下村 正樹 『対中投資に関する法的問題～Ｍ＆Ａによる中国進出のBest Practice追求～』

第1回
選考委員会

特別賞
杉浦 慶一 『日本のバイアウトに関する実証分析』（東洋大学大学院経営学研究科博士学位論文）

第2回 正賞 宮島 英昭 『日本のＭ＆Ａ 企業統治・組織効率・企業価値へのインパクト』（東洋経済新報社）

第2回 奨励賞 太田 洋 『委任状勧誘に関する実務上の諸問題～委任状争奪戦（proxy fight）における文脈を中心に～』

第2回 奨励賞 北村 慶 『買収されるのも悪くない。 三角合併解禁の本当の意味』（PHP研究所）

第2回
選考委員会

特別賞
小野 美和 『アクティビストファンドと株価効果』

第3回 正賞 岩井 克人 佐藤孝弘 『Ｍ＆Ａ国富論「良い会社買収」とはどういうことか』（プレジデント社）

第3回 奨励賞 田村 俊夫 『ＭＢＡのためのＭ＆Ａ』（有斐閣）

第3回
選考委員会

特別賞
何叢 暐 『日本における株式非公開化の価値創造効果』（東京工業大学修士論文）

第4回 正賞 山内 暁 『暖簾の会計』（中央経済社）

第4回 奨励賞 佐山 展生 山本 礼二郎 『バイアウト 産業と金融の複合実務』（日本経済新聞出版社）

第4回 奨励賞 大石 篤史 小島 義博 小山 浩 『税務・法務を統合したＭ＆Ａ戦略』（中央経済社）

第5回 正賞 太田 洋子  張替 一彰 小西 健一郎 『企業価値向上の事業投資戦略～成長性とリスクを可視化する定量的アプローチ～』（ダイヤモンド社）

第5回 奨励賞
藤原 総一郎 大久保 圭 大久保 涼

宿利 有紀子 笠原 康弘
『Ｍ＆Ａの契約実務』（中央経済社）

第5回
選考委員会

特別賞
野瀬 義明 『バイアウト・ファンドの機能に関する分析』（筑波大学大学院ビジネス科学研究科 博士学位論文）

第6回 正賞 堀内 秀晃 『ステークホルダー 小説 事業再生への途』（一般社団法人金融財政事情研究会）

第6回 奨励賞 木俣 貴光 『企業買収～海外事業拡大を目指した会社の660 日』（中央経済社）

第6回 奨励賞 小島 義博 峯岸 健太郎 藤田 知也 『自社株対価ＴＯＢの実務上の諸問題』（旬刊『商事法務』№1942、№1943）

第6回
選考委員会

特別賞
高橋 由香里 『フェアネス･オピニオン取得の決定要因と開示効果』（『一橋商学論叢』第６巻第２号）



開催回 賞 著者・編者（敬称略） 受賞作品

第7回 正賞 白井 正和 『友好的買収の場面における取締役に対する規律』（商事法務）

第7回 奨励賞 竹田 年朗 『クロスボーダーＭ＆Ａの組織・人事マネジメント』（中央経済社）

第7回 奨励賞 矢部 謙介
『日本における企業再編の価値向上効果－完全子会社化･事業譲渡･資本参加の実証分析－』（同文舘出

版）

第7回 奨励賞 太田 洋 野田 昌 石川 智也
『Ｍ＆Ａ･企業組織再編のスキームと税務～Ｍ＆Ａを巡る戦略的税務プランニングの最先端』（大蔵財務協

会）

第8回 正賞 芦澤 美智子
『スポンサー企業のケイパビリティと企業再生Ｍ＆Ａの成果』(博士論文 慶應義塾大学 大学院経営管理研究

科）

第8回 奨励賞 飯田 秀総 『株式買取請求権の構造と買取価格算定の考慮要素』(商事法務)

第8回 奨励賞  宍戸 善一 福田 宗孝 梅谷 眞人 『ジョイント･ベンチャー戦略大全 設計･交渉･法務のすべて』(東洋経済新報社)

第8回
選考委員会

特別賞
寺前 慎太郎 �『支配株主による締出しの場面における特別委員会のあり方』(『同志社法学』第65 巻第５号(366 号))

第9回 正賞 松本　茂 『海外企業買収　失敗の本質　戦略的アプローチ』（東洋経済新報社）

第9回 奨励賞
大久保 涼 鈴木 健太郎  宮﨑 隆

服部 紘実
『買収ファイナンスの法務』（ 中央経済社）

第9回
選考委員会

特別賞
石塚 明人

『株式買取価格決定における市場株価を参照した「シナジー分配価格」を無裁定価格で補正するための数理分

析』　『ソフトロー研究』（東京大学大学院法学政治学研究科ビジネスロー･比較法政研究センター　編集･発

行）

第10回 正賞 白井 正和 仁科 秀隆 岡 俊子 『Ｍ＆Ａにおける第三者委員会の理論と実務』（商事法務）

第10回 奨励賞 石綿 学  棚橋 元 『Ｍ＆Ａ法大系』 （有斐閣）

第10回 奨励賞 小澤 宏貴 池田 直史 井上 光太郎 
『個人投資家の参照点と公開買付け価格』（日本経営財務研究学会『経営財務研究』 (第35巻第1･2合併

号)）

第10回
選考委員会

特別賞
童 科

『広告業界におけるＭ＆Ａを通した株主価値創造～イベント・スタディによる検証～』（早稲田大学ビジネススクー

ル 商学研究科　プロジェクト研究論文）

第11回 正賞 田中 亘 森・濱田松本法律事務所 『日本の公開買付け －制度と実証』（有斐閣）

第11回 奨励賞 石塚 明人
『上場会社組織再編または企業買収にかかる会社法株式価格決定裁判における｢公正な価格｣および｢公正な

取得価格｣の統一的算定方法』（青山学院大学　博士学位申請論文）

第11回 奨励賞 加藤 有治 『日本買い　外資系Ｍ＆Ａの真実 (Inbound Ｍ＆Ａ)』（日本経済新聞社）

第11回
選考委員会

特別賞
和家 智也 

『日本国内のネットサービス分野におけるＭ＆Ａを通じた株主価値創造 ～イベント･スタディによる検証～』（早稲

田大学ビジネススクール 商学研究科　プロジェクト研究論文）



開催回 賞 著者・編者（敬称略） 受賞作品

第12回 正賞 天野 良明 『 ＩＦＲＳ任意適用がＭ＆Ａの収益性へ与える影響 』（京都大学大学院経済学研究科 修士論文）

第12回 奨励賞 太田 洋  『 スピン・オフ税制の導入とわが国上場会社への影響 』 （旬刊商事法務　№2133〔上〕及び№2134〔下〕）

第12回 奨励賞 佐々 雄一
『 製薬業界におけるＭ＆Ａおよびオープンイノベーションによる価値創造  Key Success Factorに関する研究 』

（早稲田大学大学院経営管理研究科 プロジェクト研究論文）

第12回
選考委員会

特別賞
中村 文亮

 『 買収による開発者の生産性への影響：共同開発関係の変化の観点より 』（大阪大学大学院経済学研究

科 修士論文）

第13回 正賞 柴田 堅太郎 『中小企業買収の法務－事業承継型M&A・ベンチャーM&A』（中央経済社）

第13回 奨励賞 宮崎 淳平
『会社売却とバイアウト実務のすべて～実際のプロセスからスキームの特徴、企業価値評価まで～』（日本実業出

版社）

第13回 奨励賞 内間 裕 太田 洋 浅岡 義之 『M&A法大全[全訂版]（上）（下）』（商事法務）

第13回
選考委員会

特別賞
王 学士

『M&A取引におけるアーンアウト条項の理論的基礎とその解釈(上)(中)(下)』（商事法務　NBL №1134～

1136 (2018/11/15,12/1,12/15)）

第14回 正賞 岩崎 康大 池田 直史 井上 光太郎
『労働者保護とM&Aのパフォーマンス―国際比較分析―』（経済研究 第70 巻第3 号（岩波書店・一橋大学

経済研究所））

第14回 奨励賞 天野 良明
『負ののれんの会計処理に関する提言―負の超過収益力との関連性の観点から―』（プロネクサス総合研究所

研究所レポート第14 号 7-23 頁）

第14回 奨励賞 木俣 貴光 『M&A 戦略の立案プロセス』（中央経済社）

第14回 奨励賞 小川 周哉 竹内 信紀 『スタートアップ投資ガイドブック』（日経BP）


