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会員各位 
 
会員の皆様におかれましては、ますますご清栄のこ

ととお慶び申し上げます。 
 さて、このたび、私ども関西学院大学におきまして、

日本会計研究学会第 68 回大会を開催することになり

ました。関西学院創立 120 周年にあたる今年、24 年

ぶりに開催できますことを光栄に存じております。 
 世界の社会・経済をとりまく環境が激変する中、現

時点において学問が果たすべき役割は何かを再検討

するため、日本学術会議では、学問が直面する課題と

展望をすべての学問領域において明らかにする作業

が進められています。 
 こうした動向を受けて、「会計学の課題と展望」を

今回の統一論題のテーマとして掲げました。このテー

マのもと、「財務会計の課題と展望」「管理会計の課題

と展望」「監査の課題と展望」の３会場を設けること

になりました。会計学が社会の期待に応えてさらに発

展するため、その検討すべき課題と将来の展望につい

て活発な討論が展開されるものと期待しております。 
 また、本大会では、会計国際化の流れを受けて、

ASBJセッションと IAAER公開セッションを設けま

した。ASBJセッションでは、「国際会計基準（IFRS）
のアドプションをめぐる課題と展望」について、作成

者、監査人、利用者の立場から発題していただき、国

際会計基準審議会理事にコメントしていただく予定

です。IAAER 公開セッションは学会外の特別企画と

して開催しますので、別紙の案内をご覧下さい。 
 さらに、韓国会計学会との交流にもとづき韓国セッ

ションを設けます。この交流は本年で５年目になりま

す。日本からもこれまで約 10 名の会員が韓国会計学

会を訪問し報告するなど、着実に成果をあげています。 
 自由論題の１つとして英語セッションも設けまし

た。世界の各地で開催される学会で、日本の会計学者

が英語で報告する機会が急増しています。英語での報

告希望者の要望にお応えし、これを奨励する意味を込

めて設けたセッションです。 
 本年は、学会の会長、評議員、学会賞および太田・

黒澤賞審査委員の選挙の年にあたっています。９月２

日と３日に投票を行いますので、会員の皆様にはぜひ

投票していただきますようご案内申し上げます。 
 本大会の各報告につきましては、日本公認会計士協

会の継続的専門研修制度における CPE 認定研修

（CPE 研修コード：200101 および 210301）として

承認されております。多数の皆様の参加をお待ち申し

上げます。 
 なお、大会会場は、９月２日が神戸国際会議場、９

月３日と４日は関西学院大学西宮上ケ原キャンパス

となっています。お間違えないよう、なにとぞよろし

くお願いいたします。 
 後に、本大会開催にあたりまして多大なご支援と

ご協力をいただきました関西学院会計人会、株式会社

エースジャパン、大関株式会社、その他関係各位に厚

くお礼申し上げます。 
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参 加 登 録 手 続 き 

 
(1) 大会参加費は7,000円、懇親会費は8,000円です。両

方に参加される場合は合計で15,000円です。 
 
(2) ご参加の方は、同封の郵便振替払込用紙で 8 月 17 日

（月）までにお振り込み下さい。 
口座番号：００９１０－０－１４２７１６ 
口座名称：日本会計研究学会第68回大会準備委員会 
大会・懇親会へのご参加は、お振り込みをもって確

認させていただきます。なお、お振り込みが遅れます

と名札等の準備ができかねますので、期日厳守でお願

いいたします。振込期日後の懇親会へのお申込みは、

会場準備の都合上、お受けできない場合があります。 
 
(3) 大会参加費および懇親会費の領収書につきましては、

「振替払込請求書兼受領証」で代えさせていただきま

す。大会当日は、念のため、「振替払込請求書兼受領証」

（またはその写し）をご持参下さい。なお、お振り込

みいただいた金額につきましては払い戻しをいたしま

せんので、ご了承下さい。 
 
(4) 本大会では、弁当の予約・販売はいたしません。本学

学生食堂等をご利用下さい。 
 
(5) 大会会場へのお車でのご来場はご遠慮下さい。 
 
(6) お問い合わせは、大会準備委員会宛に郵便、FAXまた

はEメール（裏表紙参照）にてお願いいたします。 
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大会全体スケジュール 

 
第１日目 ９月２日（水） 

 

会場：神戸国際会議場 

 

11:00－17:00 参加者受付 

（1階 メインホール前ホワイエ） 

18:00－19:00 参加者受付（懇親会受付のみ） 

（神戸ポートピアホテル南館1階） 
12:00 新入会員発表 

（1階 メインホール前ホワイエ） 

12:00－17:00 会長および評議員選挙 
学会賞、太田・黒澤賞審査委員選挙 

 （5階 501） 
13:00－14:30 会員総会 

（1階 メインホール） 
14:40－15:20 スタディ・グループ報告 

第1会場：藤井秀樹主査 （1階 メインホール） 
第2会場：櫻井通晴主査 （3階 301国際会議室） 

15:30－16:10 課題研究委員会報告 
徳賀芳弘委員長 （1階 メインホール） 

16:15－16:55 特別委員会報告 
広瀬義州委員長 （1階 メインホール） 

17:00－17:40 特別委員会報告 
國部克彦委員長 （1階 メインホール） 

18:30－20:30 懇親会 
（神戸ポートピアホテル南館１階 大輪田の間） 

 
 
 
 
 
 
※司会者・報告者等の氏名は敬称を略しております。 
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第２日目 ９月３日（木） 

 

会場：関西学院大学西宮上ケ原キャンパス 

 
 9:20－17:00 参加者受付 

 （Ｂ号館エントランス）

9:50－11:30 韓国セッション 
 （Ａ号館1階101）
 9:50－12:00 自由論題報告Ⅰ 

 （Ａ号館1階～2階 Ｃ号館1階）

10:00－13:00 会長および評議員選挙 
学会賞、太田・黒澤賞審査委員選挙 

 （Ｂ号館3階301）
13:00－15:10 統一論題報告 
 （Ｂ号館1階101、2階203・204）
15:40－17:30 IAAER公開セッション 
 （中央講堂）

 

 

 

第３日目 ９月４日（金） 

 

会場：関西学院大学西宮上ケ原キャンパス 

 
9:20－15:30 参加者受付 

 （Ｂ号館エントランス）

 9:50－12:00 自由論題報告Ⅱ 
 （Ａ号館1階～2階 Ｃ号館1階）

13:00－15:00 統一論題討論 
（Ｂ号館1階101、2階203・204）

15:30－17:30 ASBJセッション            

 （中央講堂）

 

理事会・評議員会等スケジュール 

 
９月１日（火） 

会場：クラウンプラザ神戸 

 
11:00－13:00 会長・評議員選挙管理委員会 
 （9階 アイビー）

12:00－13:00 入会資格審査委員会 
（9階 デイジー）

13:00－15:00 学会賞、太田・黒澤賞審査委員会 
（9階 ライラック）

15:00－17:30 理事会 
（9階 リンデン）

 
９月２日（水） 

会場：神戸国際会議場 

 
9:30－10:00 評議員受付 

（1階 メインホール前ホワイエ）

10:00－12:00 評議員会 
（4階 401・402）

 
９月３日（木） 

会場：関西学院大学西宮上ケ原キャンパス 

 
13:30－ 会長・評議員選挙管理委員会 

（Ｇ号館2階203）

 
９月４日（金） 

会場：関西学院大学西宮上ケ原キャンパス 

 
12:05－12:55 新評議員会・理事選挙 

（関西学院会館2階 風の間）

15:30－ 新旧合同理事会・新理事会 
（関西学院会館1階 翼の間）

 

第１日目 ９月２日（水） 

会場：神戸国際会議場 

 
参加者受付 11:00－17:00 
 （1階 メインホール前ホワイエ） 

参加者受付 18:00－19:00 
（神戸ポートピアホテル南館１階、懇親会受付のみ） 

新入会員発表 12:00 
 （1階 メインホール前ホワイエ） 

会員控室 11:00－17:30 
 （3階 レセプションホール） 

 
 

会 員 総 会 
 

13:00－14:30 
メインホール 

 
 

スタディ・グループ報告 
 

14:40－15:20 
（発表時間 各30分 質疑応答 各10分） 

 
第１会場 1階 メインホール 

会計制度の成立根拠とGAAPの現代的意義 
司 会 佐藤 信彦（明治大学） 
主 査 藤井 秀樹（京都大学） 

 
第２会場 3階 301国際会議室 

インタンジブルズの管理会計研究 
―コーポレート・レピュテーションを中心に― 

司 会 古賀 智敏（神戸大学） 
主 査 櫻井 通晴（城西国際大学） 
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課題研究委員会・特別委員会報告 

 
課題研究委員会報告  15:30－16:10 
特別委員会報告(1) 16:15－16:55 
特別委員会報告(2) 17:00－17:40 

（発表時間 各30分 質疑応答 各10分） 
 

 
会  場 1階 メインホール

 

課題研究委員会報告 

 日本の財務会計研究の棚卸 

―国際的な研究動向の変化の中で― 

 司 会 濱本 道正（横浜国立大学） 

 委員長 徳賀 芳弘（京都大学） 

 
特別委員会報告(1) 
財務報告の変革に関する研究 
司 会 伊藤 邦雄（一橋大学） 
委員長 広瀬 義州（早稲田大学） 

 
特別委員会報告(2) 
環境経営意思決定と会計システムに関する研究 
司 会 河野 正男（中央大学） 
委員長 國部 克彦（神戸大学） 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

第２日目 ９月３日（木） 

会場：関西学院大学西宮上ケ原キャンパス 

 
参加者受付 9:20－17:00 
 （Ｂ号館エントランス）

会員控室 9:20－17:30 
 （Ｂ号館1階103）

 
 

韓国セッション 
 

報 告(1)   9:50－10:20 
報 告(2)  10:20－10:50 

（休憩10分） 
報 告(3)  11:00－11:30 
報 告(4)  11:30－12:00 

(発表時間 各20分 質疑応答 各10分） 

 

会  場 Ａ号館1階101

司 会 全 在紋（桃山学院大学） 
(1) An Empirical Analysis of the Financial 

Characteristics of the Firms with High Social 
Performance: Cases from Newsweek Global 350 
Firms 

 Chika Saka (Kwansei Gakuin University) 
In Ki Joo (Yonsei University) 
Han-Kyun Rho (Kookmin University) 
Hyun Han Shin (Yonsei University) 

(2) 韓国会計学会からの招待報告者 
(3) 韓国会計学会からの招待報告者 
(4) 韓国会計学会からの招待報告者 

 
 
 
 
 

 
自由論題報告Ⅰ 

 
第 1 会場－第10会場 
第11会場－第12会場（院生セッション） 

報 告(1)  9:50－10:20 
報 告(2) 10:20－10:50 

（休憩 10分） 
報 告(3) 11:00－11:30 
報 告(4) 11:30－12:00 

（発表時間 各20分 質疑応答 各10分） 

 
第１会場 Ａ号館1階102 

司 会 浦崎 直浩（近畿大学） 
(1) 出口の時価による会計の損益計算書－Chambers 学説

の検討－ 
 西山 一弘（東海大学） 
(2) 公正価値の神話―公正価値と有用性 
 今村 猛（公認会計士） 

司 会 上野 清貴（中央大学） 
(3) 土地再評価の「再評価」―時価測定の信頼性に関する

分析 
 川島 健司（法政大学） 
(4) デリバティブの公正価値評価 － 試論 
 伊藤 眞（慶應義塾大学） 

 
第２会場 Ａ号館1階103 

司 会 音川 和久（神戸大学） 
(1) ディスクロージャーと投資家の利益予想 
 石光 裕（京都産業大学） 
(2) ゴーイング・コンサーン問題開示企業の利益予想の分

析 
 浦山 剛史（姫路獨協大学） 

司 会 首藤 昭信（神戸大学） 
(3) 業績予想と研究開発投資 
 野間 幹晴（一橋大学） 
(4) 株式報酬型ストック・オプションと株式市場の評価 
 竹口 圭輔（法政大学） 

懇  親  会 
 

18:30－20:30 
 

神戸ポートピアホテル南館１階 
 大輪田の間 

5
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第３会場 Ａ号館1階104

司 会 向 伊知郎（愛知学院大学） 
(1) 企業結合会計基準と概念フレームワーク 
 宗田 健一（鹿児島県立短期大学） 
(2) 企業結合会計基準設定におけるFASBのネットワーク

構造－2005年公開草案策定を対象として－ 
 小形 健介（長崎県立大学） 

司 会 万代 勝信（一橋大学） 
(3) 会計基準が進化する方向性について―企業結合会計基

準と連結会計基準を中心として― 
 藤田 敬司（立命館大学） 
(4) 企業結合会計における帳簿価額と公正価値 
 内川 菊義（同志社大学名誉教授） 

 
第４会場 Ａ号館2階201

司 会 柳田 仁（神奈川大学） 
(1) 会計制度の進化 
 金 姃玟（韓国慶北大学招聘教授） 
(2) 生物多様性の企業文化と環境会計 
 吉田 雄司（埼玉学園大学） 

司 会 向山 敦夫（大阪市立大学） 
(3) 会計・組織・社会のアクターネットワーク理論 
 堀口 真司（神戸大学） 

篠原 阿紀（神戸大学大学院生） 
(4) ある資本主義ゲームモデルと外部会計情報 
 中野 勲（神戸大学名誉教授） 

 
第５会場 Ａ号館2階202

司 会 柴 健次（関西大学） 
(1) ポイントサービス制度の現状と問題点について 
 野口 教子（東京理科大学非常勤） 
(2) 公会計における複式記入の意義 
 吉田 智也（福島大学） 

 
 
 
 

司 会 藤井 秀樹（京都大学） 
(3) 認識されていない無形資産に対する投資の優位性 
 小澤 康裕（立教大学） 

藤野 裕（国際医療福祉大学） 
木下 貴博（松本大学） 

(4) 日本の企業組織再編の現状と問題点 
 大倉 雄次郎（関西大学） 

 
第６会場 Ａ号館2階203

司 会 渡邊 泉（大阪経済大学） 
(1) 17 世紀ロンドン東インド会社における売残商品評価

方法 
 杉田 武志（広島経済大学） 
(2) アメリカ近代会計学の成立－20 世紀初頭における会

計理論の展開期とその要因について－ 
 桑原 正行（香川大学） 

司 会 髙尾 裕二（大阪大学） 
(3) 会計行動のモデルにもとづく実験会計学の方法論の構

築 
 水谷 覚（富山短期大学） 
(4) 経営者の情報誘導と投資家心理との関係に係る実験的

検証 
 田口 聡志（同志社大学） 

 
第７会場 Ａ号館2階204

司 会 宮本 寛爾（大阪学院大学） 
(1) 製品原価計算研究における近年の動向 
 片岡 洋人（明治大学） 
(2) 林業における原価計算モデルの構築－兵庫県の丹波市

森林組合における伐採・搬出を事例として－ 
 丸山 佳久（広島修道大学） 

金藤 正直（弘前大学） 
緒方 秀樹（丹波市森林組合） 
八木 裕之（横浜国立大学） 

司 会 山本 浩二（大阪府立大学） 
(3) 広告効果の測定――管理会計アプローチ 
 本橋 正美（明治大学） 

(4) ライフサイクル・コスティング：『ライフサイクル・コ

スト取得制度』の特質－ライフサイクル・コスト分析

を中心として－ 
 岡野 憲治（松山大学） 

 
第８会場 Ａ号館2階205 

司 会 松井 隆幸（青山学院大学） 
(1) 会計数値の認識と開示、監査判断に関する実験 －学

生を対象とした質問票調査から－ 
 中野 雅史（明治大学兼任講師） 
(2) モデル公正価値監査の成立要件と限界領域―証券化商

品評価における検証可能性の考察を通して 
 越智 信仁（日本銀行） 

司 会 内藤 文雄（甲南大学） 
(3) 監査の理論的枠組みの構築 
 謝 少敏（上海財経大学） 
(4) 強制監査法人交代の制度化と監査人の独立性―実験に

よる検証― 
 加藤 達彦（明治大学） 

 
第９会場 Ｃ号館1階102 

司 会 笹倉 淳史（関西大学） 
(1) 株式非公開企業のためのカナダ会計基準 
 松脇 昌美（四日市大学） 
(2) 投資家視点から見た会計コンバージェンス・アドプシ

ョン問題―IAS・IFRS 1号と過年度遡及修正等を中心

に― 
 濱田 弘樹（釧路公立大学） 

司 会 田中 弘（神奈川大学） 
(3) 財務比率に対するＩＦＲＳ移行の影響：ロンドン証券

取引所上場企業のケース 
 一ノ宮 士郎（専修大学、公認会計士） 
(4) 「真実かつ公正な概観」と原則主義－国際会計基準に

おける離脱規定の意義－ 
 齊野 純子（甲南大学） 
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第10会場 Ｃ号館1階103

司 会 亀井 孝文（南山大学） 
(1) 国立大学法人における内部統制の導入に関する研究 
 景山 愛子（広島大学大学院生） 
(2) 大学における職業会計人育成の今日的視野と方策－中

央教育審議会答申・認証評価の視点から－ 
 宮地 晃輔（長崎県立大学） 

司 会 高須 教夫（兵庫県立大学） 
(3) 会計領域における教育の質保証への試み 
 岸田 賢次（名古屋学院大学） 

椎名 市郎（中央学院大学） 
高松 正昭（明治学院大学） 
阿部 仁（中部大学） 
松本 敏史（同志社大学） 
黒葛 裕之（関西大学） 
木本 圭一（関西学院大学） 
河﨑 照行（甲南大学） 
金川 一夫（九州産業大学） 
福浦 幾巳（西南学院大学） 

(4) IFAC倫理規程のメタ倫理に対する考察 
 吉岡 一郎（京都産業大学） 

 
第11会場（院生セッション） Ｃ号館1階101

司 会 乙政 正太（関西大学） 
(1) 明治初期の簿記書研究 
 津村 怜花（神戸大学大学院生） 
(2) 研究開発投資の価値関連性－特許を中心として－ 
 譚 鵬（関西学院大学大学院生） 

司 会 浅田 孝幸（大阪大学） 
(3) 変化対応の経営システム―チェーン組織の事例研究―

 佟 偉 彤（一橋大学大学院生） 
(4) 日本企業におけるバランスト・スコアカード実践の現

状と変化の考察 
 妹尾 剛好（慶應義塾大学大学院生） 

 
 
 

第12会場（院生セッション） Ｃ号館1階104

司 会 可児島 達夫（滋賀大学） 
(1) 負債概念と資本概念の再検討 
 中村 英敏 （中央大学大学院生） 
(2) 段階取得における持分投資の会計処理 
 小阪 敬志 （中央大学大学院生） 

 
 

統 一 論 題 報 告 

「会計学の課題と展望」 
 

13:00－15:10 
報 告 (1) 
報 告 (2) 

（休憩 10分） 
報 告 (3) 
報 告 (4) 

 
第１会場 Ｂ号館1階101

「財務会計の課題と展望」 
座 長 徳賀 芳弘（京都大学） 

(1) 情報技術の進展と財務会計研究 
 坂上 学（法政大学／大阪市立大学） 
(2) 経済活動の国際化が及ぼす財務会計への影響 
 齋藤 真哉（横浜国立大学） 
(3) 国際競争力のある研究者の養成 
 八重倉 孝（法政大学） 
(4) 新規会計需要から挑戦を受ける会計学 
 柴 健次（関西大学） 

 
第２会場 Ｂ号館2階203

「管理会計の課題と展望」 
座 長 辻 正雄（早稲田大学） 

(1) 管理会計の持続とその変化―制度設計のパースペクテ

ィブから― 
 原田 昇（東京理科大学） 

 

(2) 会計基準の国際的収斂と管理会計 
 上埜 進（甲南大学） 
(3) 管理会計とイノベーション 
 古賀 健太郎（一橋大学） 

 
第３会場 Ｂ号館2階204 

「監査の課題と展望」 
座 長 八田 進二（青山学院大学） 

(1) 会社連携監査の課題と展望 
 友杉 芳正（早稲田大学） 
(2) 公認会計士監査制度の課題と展望 
 千代田 邦夫（熊本学園大学） 
(3) 近の監査環境を巡る監査実務上の課題と展望 
 小宮山 賢（公認会計士） 

 

 

学会外プログラム 
 

ＩＡＡＥＲ公開セッション 
 

15:40－17:30 
 

中央講堂 

 
2009年は、関西学院創立120周年にあたります。そこで、

国際会計教育研究学会（IAAER）のDonna Street 会長と

Sidney Gray 元会長をお迎えして、藤田幸男氏の司会によ

り、IAAER公開セッションを学会外プログラムとして開催

します。奮ってご参加ください。 
IAAER (International Association for Accounting 

Education and Research) は、世界の会計学会がメンバー

となっている国際的な学会であり、その設立には日本会計

研究学会が貢献しました。その功績に対してこれまでに日

本から染谷恭次郎先生と中島省吾先生が Founders’ Award 
を受賞しておられます。 
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第３日目 ９月４日（金） 

会場：関西学院大学西宮上ケ原キャンパス 

 
参加者受付 9:20－15:30 
 （Ｂ号館エントランス）

会員控室 9:20－17:00 
 （Ｂ号館1階103）

 
   

自由論題報告Ⅱ 
 

第 1 会場－第11会場 
第12会場－第13会場（院生セッション） 

報 告(1)  9:50－10:20 
報 告(2) 10:20－10:50 

（休憩 10分） 
報 告(3) 11:00－11:30 
報 告(4) 11:30－12:00 

（発表時間 各20分 質疑応答 各10分） 
  

 
 
第１会場（英語セッション） Ａ号館1階101

司 会 野口 晃弘（名古屋大学） 
(1) The Impact of Globalization on Accounting for 

Intangible Assets in Japan and France 
 Clemence Garcia (Meiji Gakuin University) 
(2) The Effects of Ethics Course Exposure:  

A Comparative Study Between Japan and  
Australia 

 Satoshi Sugawara (Hiroshima Shudo University) 
(3) Belief Destruction Process as an Auditor’s 

Prerequisite Mind-set 
 Akira Nin (The University of Kitakyusyu) 

 
 
 

第２会場 Ａ号館1階102

司 会 倉田 幸路（立教大学） 
(1) 有価証券投資の保有目的区分の変化に伴う損益認識の

再検討 
 山下 奨（早稲田大学） 
(2) 包括利益報告の透明性 ―株主資本等変動計算書の導

入効果の検証― 
 菅野 浩勢（早稲田大学） 

海老原 崇（武蔵大学） 
司 会 松本 敏史（同志社大学） 

(3) 業績報告をめぐる新たな方向性 
 中村 美保（大分大学） 
(4) 利益計算構造論的分析視点からみた包括利益導入の会

計的意義 
 髙橋 治彦（首都大学東京） 

 
第３会場 Ａ号館1階103

司 会 茅根 聡（東洋大学） 
(1) 使用権モデルの理論形成―リース分類を起点として―

 佐藤 恵（千葉経済大学） 
(2) リース会計基準変更に関する実証分析 
 坂井 映子（武蔵大学） 

司 会 佐藤 倫正（名古屋大学） 
(3) 財務業績報告における将来キャッシュ・フローの役割

 西山 徹二（高千穂大学） 
(4) 利益の質とSFAS No.95（キャッシュ・フロー計算書）

 中村 恒彦（桃山学院大学） 
 
第４会場 Ａ号館1階104

司 会 川村 義則（早稲田大学） 
(1) 保険負債評価と新たな会計・監査の論点―クレジッ

ト・デフォルト・スワップとソルベンシーマージンⅡ

を分析対象にして― 
 鵜田 正博（LEC東京リーガルマインド大学客員教授）

(2) 財務報告の変革と財務諸表の構成要素――負債概念を

中心に 
 長束 航（福岡大学） 

司 会 大日方 隆（東京大学） 
(3) 経済社会と会計モデルのギャップが生む財務報告の問

題点 
 柴 健次（関西大学） 

黒川 行治（慶応義塾大学） 
(4) 会計ディスクロージャー制度変革が情報の非対称性に

与えた影響の分析 
 竹原 均（早稲田大学） 

久保田 敬一（中央大学） 
須田 一幸（早稲田大学） 

 

第５会場 Ａ号館2階201 

司 会 郡司 健（大阪学院大学） 
(1) 持分概念のあり方を巡る検討－持分概念を巡る新たな

提案を中心に－ 
 池田 幸典（高崎経済大学） 
(2) 収益の認識に関する一考察 
 可児島 達夫（滋賀大学） 

司 会 松尾 聿正（関西大学） 
(3) ２つの経済的単一体説 
 大雄 智（横浜国立大学） 
(4) リスク事象の計上における蓋然性の位置づけ 
 久保 淳司（北海道大学） 

 

第６会場 Ａ号館2階202 

司 会 一ノ宮 士郎（専修大学、公認会計士） 
(1) 会計発生高の質の決定要因分析―会計発生高の質算出

モデルの精緻化に向けて― 

 中島 真澄（福島学院大学客員准教授） 

(2) セグメント情報に関する実証研究 

 中野 貴之（法政大学） 
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司 会 堀江 正之（日本大学） 

(3) 内部統制システムと監査の質の決定要因 

 奥田 真也（大阪学院大学） 

須田 一幸（早稲田大学） 

佐々木 隆志（一橋大学） 

中島 真澄（福島学院大学客員准教授） 

中村 亮介（帝京大学） 

(4) 内部統制報告制度の日中比較 

 高田 敏文（東北大学） 

王 春山（東北財経大学） 

 

第７会場 Ａ号館2階203

司 会 鈴木 一水（神戸大学） 
(1) 逋脱所得の算定構造 
 北口 りえ（駒澤大学） 
(2) 企業会計および法人税法における収益・費用の認識基

準に関する一考察 
 小山 登（大東文化大学非常勤、税理士） 

司 会 小西 範幸（青山学院大学） 
(3) 内部留保と財務諸表分析の課題 
 田村 八十一（日本大学） 
(4) 租税回避と経営者裁量との関連性 
 大沼 宏（東京理科大学） 

 

第８会場 Ａ号館2階204

司 会 井上 達男（関西学院大学） 
(1) 市場の期待と裁量的研究開発支出 
 小嶋 宏文 （事業創造大学院大学） 
(2) 研究開発ディスクロージャーの経済効果 
 加賀谷 哲之（一橋大学） 

司 会 水野 一郎（関西大学） 
(3) 役員の個別事情が役員報酬の支給行動に与える影響に

ついて～中小法人における役位別・業種別実証分析を

中心として～ 
 櫻田 譲（北海道大学） 
(4) ガバナンス・コントロールの構想－その理念と方法－

 大下 𠀋平（九州大学） 

第９会場 Ａ号館2階205

司 会 吉田 栄介（慶應義塾大学） 
(1) サービス原価企画への役割期待―わが国サービス分野

のための研究教育に求められる新たな“知の体系”の

構築に向けて― 
 岡田 幸彦（筑波大学） 
(2) インタンジブルズ管理に向けた管理会計の役割の検討

 木村 麻子（関西大学） 
司 会 小倉 昇（筑波大学） 

(3) VBM と部門経営の関係性についての一考察 － 文献

研究を基礎として － 
 徳崎 進（関西学院大学） 
(4) マテリアルフローコスト会計における「負の製品」概

念の意義 
 中嶌 道靖（関西大学） 

 

第10会場 Ｃ号館1階102

司 会 伊豫田 隆俊（甲南大学） 
(1) 監査役のインセンティブ 
 佐久間 義浩（富士大学） 
(2) 異なる法制度の下における監査人の有限責任制と監査

の質 
 太田 康広（慶應義塾大学） 

司 会 百合野 正博（同志社大学） 
(3) 監査判断を巡る制度的諸課題の考察 
 安田 忍（南山大学） 

 

第11会場 Ｃ号館1階103

司 会 李 建（京都学園大学） 
(1) 韓国企業におけるBSC Readinessの現状 
 金 承子（武蔵大学兼任講師） 

成 恩淑（Nemo Standard Consulting Co.） 
前田 貞芳（武蔵大学） 

 
 
 
 

(2) 韓国における管理会計技法移転の一側面―管理会計論

の社会的視点からの展開試論― 
 前田 貞芳（武蔵大学） 

金 承子（武蔵大学兼任講師） 
趙 賢衍（韓国カトリック大学） 

司 会 松井 泰則（立教大学） 
(3) 韓国における会計基準設定メカニズムの構造と課題ー

韓国採択国際報告基準(K-IFRS)の決定要因を中心と

してー 
 李 善馥（ 東西大学） 
(4) IFRS 導入のコストとベネフィットに関する日本企業

の意識調査 
 小津 稚加子（九州大学） 

進 美喜子（九州情報大学） 
潮崎 智美（広島市立大学） 

 

第12会場（院生セッション） Ｃ号館1階101 

司 会 村井 秀樹（日本大学）  
(1) 土壌汚染に関する会計処理について 
 張 夏玉（専修大学大学院生） 
(2) 排出権取引会計の現状と課題 
 山﨑 真理子（明治大学大学院生） 

司 会 石崎 忠司（中央大学） 
(3) 資産除去債務の会計に関する計算構造についての一考

察 
 高橋 二朗（京都大学大学院生） 
(4) 監査人の行動と監査の質 
 笠井 直樹（神戸大学大学院生） 

 

第13会場（院生セッション） Ｃ号館1階104 

司 会 河 榮徳（早稲田大学） 
(1) 会計情報を用いた持続的利益の予測可能性 
 鈴木 愛一郎（京都大学大学院生） 
(2) 経済的実質主義に基づく収益認識に関する研究 
 姚 小佳（ 近畿大学大学院生） 
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司 会 山地 範明（関西学院大学） 
(3) 債務契約と会計的特徴に関する実証分析 
 稲村 由美（神戸大学大学院生） 
(4) FASB 概念フレームワークにおける資産負債アプロー

チの概念の変遷過程 
 堀江 優子（専修大学大学院生） 

 

 
  

統 一 論 題 討 論 

「会計学の課題と展望」 
 

13:00－15:00 
 

 
第１会場 Ｂ号館1階101

「財務会計の課題と展望」 
座 長 徳賀 芳弘（京都大学） 
討論者 坂上 学（法政大学／大阪市立大学） 

 齋藤 真哉（横浜国立大学） 
 八重倉 孝（法政大学） 
 柴 健次（関西大学） 

 
第２会場 Ｂ号館2階203

「管理会計の課題と展望」 
座 長 辻 正雄（早稲田大学） 
討論者 原田 昇（東京理科大学） 

 上埜 進（甲南大学） 
 古賀 健太郎（一橋大学） 

 
第３会場 Ｂ号館2階204

「監査の課題と展望」 
座 長 八田 進二（青山学院大学） 
討論者 友杉 芳正（早稲田大学） 

 千代田 邦夫（熊本学園大学） 
 小宮山 賢（公認会計士） 

 
  

ＡＳＢＪセッション 

「国際会計基準 (IFRS) の 

アドプションをめぐる 

課題と展望」 
 

15:30－17:30 
中央講堂 

 
モデレーター： 
 加藤 厚（企業会計基準委員会・常勤委員、公認会計士）

パ ネ リ ス ト： 
 山田 浩史（パナソニック（株）） 
 小宮山 賢（あずさ監査法人） 
 野村 嘉浩（野村證券（株）金融経済研究所） 
コメンテーター： 
 山田 辰己（国際会計基準審議会・理事） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

アクセスマップ 

 
９月２日（水） 

神戸国際会議場・ポートピアホテル 

 

 
※ポートライナー「三宮」駅より約 10 分、「市民広場」駅

下車すぐ。 
※神戸国際会議場と神戸ポートピアホテルは隣接していま

す。 
 
神戸国際会議場 
〒650-0046 神戸市中央区港島中町6-9-1 
TEL：078-302-5200 
 
神戸ポートピアホテル 
〒650-0046 神戸市中央区港島中町6-10-1 
TEL：078-302-1111  
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アクセスマップ 

 
９月３日（木）および４日(金) 

関西学院大学西宮上ケ原キャンパス 

 
 
 ※学内に駐車場はありません。 

お車でのご来校はご遠慮ください。 
 
 

キャンパスマップ 

 
関西学院大学西宮上ケ原キャンパス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

日 本 会 計 研 究 学 会 

第 68 回大会準備委員会 
 

〒662-8501 兵庫県西宮市上ケ原一番町1-155 
関西学院大学商学部 気付 

日本会計研究学会 第68回大会準備委員会 
E-mail: jaa2009@kwansei.ac.jp 

http://www-sba.kwansei.ac.jp/jaa2009/ 
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