日本会計研究学会
第 70 回大会
―会計基準の変革と展望―

2011 年(平成 23 年)
９月 17 日(土)～19 日(月)

人へ、地域へ、そして世界へ。

大会準備委員長挨拶
日本会計研究学会第 70 回大会開催にあたって

時下ご清祥の段、日本会計研究学会の会員の皆様方におかれましては、ご健勝に
てご活躍のことと存じます。
今年度の日本会計研究学会第 70 回大会は、9 月 17 日より 19 日までの 3 日間に
わたり、福岡県久留米市の久留米大学御井(みい)学舎において、
「会計基準の変革
と展望」を統一論題のテーマとして開催されることになりました。
医学部を母体とする久留米大学は 1928 年に九州医学専門学校として創立され、
1950 年に商学部が創設されました。その後、法学部、文学部、経済学部が増設さ
れ、現在では 5 学部 11 学科、５大学院を有し、福岡県南に位置する中規模総合大
学として歩んでいます。
現在、国内外では経営活動に関する経営者の説明責任が多様化・複雑化している
のに会計基準が適応できていないとの指摘がなされています。そこでは、会計情報
の企業価値関連性の低下、会計基準変革の必要性が生じ、また IFRS とのコンバー
ジェンスも必要という状況が生まれています。いずれはフルアドプションの流れに
なるであろうともいわれています。わが国企業が新潮流のグローバル化・国際化に
適切に対応し、かつ、東日本大震災復興の牽引役を果たしていくには、会計基準を
変革し展望をひらくことが肝要と思われます。日本会計研究学会に課せられた最大
のテーマであると位置付けるしだいです。このような課題意識と今後の方向性を見
据えて、今大会では｢会計基準の変革と展望｣を統一論題のテーマと致しました。

①この統一論題のもと、第 1 会場では「会計基準から財務報告基準へ（広瀬義州座
長）
」
、第 2 会場では「原価計算基準から原価・収益計算基準へ（尾畑 裕座長）
」
、
第 3 会場では「監査基準から保証業務基準へ（内藤文雄座長）
」と題して研究報
告と討論が行われます。
②そして、特別委員会では「公正価値の意義とその限界（北村敬子委員長）
」及び
「会計基準の国際統合と財務報告の基礎概念（藤井秀樹委員長）
」
、スタディーグ
ループでは「IFRS の教育に関する研究（柴 健次主査）
」及び「情報ニーズの

拡張と管理会計の変容（中村博之主査）
」
、課題研究委員会では「歴史から見る公正
価値会計－会計の根源的な役割を問う－（渡邉 泉委員長）
」の報告が行われま
す。
③ また、韓国会計学会及び台湾会計学会との交流に基づき国際セッションを設け
ます。毎年着実に国際交流の成果を上げており、誠に慶ばしいことです。
④日本会計研究学会を支える大きな柱の自由論題部門では 108 の研究報告が行わ
れます。この中には英語セッションも設けられています。報告される会員各位、
司会にあたっていただく会員各位に対して心から御礼を申し上げます。
⑤さらに、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 認定研修として承認申請を行っています。
⑥なお、今大会では、平松一夫・日本会計研究学会会長、櫻井通晴・日本原価計算
研究学会元会長、友杉芳正・日本監査研究学会会長が、公開記念講演会のご講演
をお引き受けくださいました。斯界に多大のご貢献をなさりながら斯界とともに
歩んでおられる高名な３会計学者のご講演を、学生、市民、学会員ならびに学会
にご参加の皆様とともに九州の地で聴講する機会に恵まれましたことを幸せに
思います。多くの方々のご参加を期待いたしております。

国内外からご参加の皆様による活発な討論により、この第 70 回大会が有意義な
大会になることを念じつつ、9 月に九州の久留米大学御井学舎で皆様にお目にかか
れますことを楽しみにお待ち申し上げております。
結びにあたり、第 70 回大会の開催に多大のご支援とご協力を賜りました関係各
位に厚くお礼を申し上げます。
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参加登録手続き
(1) 大会参加費は 7,000 円、懇親会費も 7,000 円です。
両方に参加される場合は合計で 14,000 円です。なお、
当日受付される場合には、大会参加費は 8,000 円、懇親
会費は10,000 円となりますので、
ご承知おきください。
(2) ご参加の方は、同封の郵便振替払込用紙で８月 24 日
(水)までにお振り込みください。
口座番号：01780－8－149091
口座名称：日本会計研究学会第 70 回大会
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、名札等の準備の都合上、振込み
期日の厳守をお願いいたします。
(3) 大会参加費および懇親会費の領収書につきましては、
「為替払込請求書兼領収証」で代えさせていただきます。
大会当日は、念のため、
「為替払込請求書兼領収証」(また
はその写し)をご持参ください。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
承ください。
(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ください。
(5) 大会会場へのお車でのご来場はご遠慮ください。
(6) 建物内は禁煙となっております。お煙草は指定され
た喫煙所をご利用いただきますようご協力をお願いい
たします。
(7) 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 17 日(土)
久留米市民会館
11:00～17:00 参加者受付

(市民会館エントランス)

12:00

(市民会館エントランス)

新入会員発表

13:00～14:30 会員総会

(市民会館大ホール)

14:35～15:10 特別委員会報告
(北村敬子委員長)
15:15～15:50 特別委員会報告
(藤井秀樹委員長)
15:55～16:30 課題研究委員会報告
(渡邉 泉委員長)
16:30～16:45 休憩
16:45～17:20 スタディ・グループ報告
(柴 健次主査)
17:25～18:00 スタディ・グループ報告
(中村博之主査)

(市民会館大ホール)
(市民会館大ホール)
(市民会館大ホール)

(市民会館大ホール)
(市民会館大ホール)

すいこうえん

18:30～20:30 懇親会

(場所：萃 香 園 ホテル)

１

第２日目 ９月 18 日(日)
み

い

久留米大学御井学舎
9:20～17:00 参加者受付

(800 号館１階エントランス)
み い

9:50～12:00 自由論題報告Ⅰ

(御井学舎内各会場)

9:50～12:00 国際セッション
13:00～15:10 統一論題報告
第 1 会場：広瀬義州座長
第 2 会場：尾畑 裕座長
第 3 会場：内藤文雄座長

(100 号館 141 教室)
(800 号館 82B 教室)
(800 号館 82A 教室)
(800 号館 81A 教室)

15:30～16:15 公開記念講演会 (800 号館 82B 教室)
(平松一夫・日本会計研究学会会長)
16:20～17:05 公開記念講演会 (800 号館 82B 教室)
(櫻井通晴・日本原価計算研究学会元会長)
17:10～17:55 公開記念講演会 (800 号館 82B 教室)
(友杉芳正・日本監査研究学会会長)

第３日目 ９月 19 日(月)
み

い

久留米大学御井学舎
9:20～15:00 参加者受付

(800 号館１階エントランス)
み い

9:50～12:00 自由論題報告Ⅱ

(御井学舎内各会場)

9:50～12:00 国際シンポジウム
13:00～15:00 統一論題討論
第 1 会場：広瀬義州座長
第 2 会場：尾畑 裕座長
第 3 会場：内藤文雄座長

(500 号館 51A 教室)

２

(800 号館 82B 教室)
(800 号館 82A 教室)
(800 号館 81A 教室)

理事会・評議員会等スケジュール
９月 16 日(金)
すいこうえん

会場：萃香園ホテル
12:00～13:00 入会資格審査委員会
13:00～15:00 学会賞、太田・黒澤賞審査委員会
15:00～17:30 理事会

９月 17 日(土)
会場：久留米市民会館
9:30～10:00 評議員会受付
10:00～12:00 評議員会

(市民会館エントランス)
(市民会館小ホール)

み い

※ 会員控室のご案内 (久留米大学御井学舎)
800 号館１階および２階の食堂、
800 号館 81B 教室、
600
号館 621 教室をご利用ください。
※ 各種展示コーナーのご案内
各種展示コーナーを800号館１階フロアに開設致します。
※ 大会本部のご案内
大会本部は 800 号館 813 教室でございます。

３

第１日目 ９月 17 日(土)
久留米市民会館
参加者受付
参加者受付

11:00～17:00 (市民会館エントランス)
18:00～19:00

すいこうえん

(萃香園ホテルエントランス、懇親会受付のみ)
新入会員発表 12:00

(市民会館エントランス)

会員総会
13:00～14:30
(市民会館大ホール)

特別委員会・課題研究委員会
スタディ・グループ報告
14:35～18:00
(市民会館大ホール)

(1) 14:35～15:10 特別委員会報告(北村敬子委員長・中央大学)
「公正価値測定の意義とその限界」
司会：伊藤邦雄 氏(一橋大学)
(2) 15:15～15:50 特別委員会(藤井秀樹委員長・京都大学)
「会計基準の国際統合と財務報告の基礎概念」
司会：桜井久勝 氏(神戸大学)
(3) 15:55～16:30 課題研究委員会(渡邉 泉委員長・大阪経済大学)
「歴史から見る公正価値会計―会計の根源的な役割を問う― 」
司会：安藤英義 氏(専修大学)

４

(4) 16:45～17:20 スタディ・グループ (柴 健次主査・関西大学 )
「IFRS の教育に関する研究」
司会：椛田龍三 氏(大分大学)
(5) 17:25～18:00 スタディ・グループ (中村博之主査・横浜国立大学)
「情報ニーズの拡張と管理会計の変容」
司会：石﨑忠司 氏(中央大学)

懇親会
すいこうえん

18:30～20:30 萃香園ホテル

※ 特別委員会、課題研究委員会およびスタディ・グルー
プの報告書については、
USB メモリーまたは DVD に収録
の上で、会場にて配布いたします。
５

第２日目 ９月 18 日(日)
み

い

久留米大学御井学舎

参加者受付

9:20～17:00
(800 号館１階エントランス)

自由論題報告Ⅰ
全 15 会場
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)

500号館 第１会場
500号館51A教室
司会 福川裕徳 氏(一橋大学)
(1) 四半期レビューに関する実証分析
佐久間義浩 氏(富士大学)
(2) 監査パートナーの交代は利益の質を高めるか？
矢澤憲一 氏(青山学院大学)
司会 松本祥尚 氏(関西大学)
(3) 会計上の変更と監査報告の判断及び意思決定への影
響に関する実験
中野雅史 氏(明治大学)

６

500号館 第２会場
500号館51B教室
司会 任 章 氏(北九州市立大学)
(1) 監査時間の国際比較に基づく監査の品質の分析
町田祥弘 氏(青山学院大学)
(2) 私立大学における監査体制のあり方 ―監事監査を中
心に―
武田和夫 氏(椙山女学園大学)
司会 長吉眞一 氏(明治大学)
(3) 公正価値測定の「最低限の信頼水準」を画する基礎的
考察―信頼性の概念構造と測定値の分布特性
越智信仁 氏(日本銀行金融研究所)
(4) 監査公準の再検討
加藤隆之 氏(目白大学)
片岡洋一 氏(目白大学)
500号館 第３会場
500号館52A教室
司会 川村義則 氏(早稲田大学)
(1) IFRS の概念フレームワークについて
岩崎 勇 氏(九州大学)
(2) 台湾における IFRS への対応
仲尾次洋子 氏(名桜大学)
司会 大島正克 氏(亜細亜大学)
(3) 国際財務報告基準の導入による会計と経営への影響
大倉雄次郎 氏(関西大学)
(4) 中国における外資企業会計制度について
許 霽 氏(福山大学)
500号館 第４会場
500号館52B教室
司会 松井泰則 氏(立教大学)
(1) 収益認識基準における実現稼得過程アプローチの必
要性について
尹 志煌 氏(青山学院大学)

７

(2) 包括利益計算書における組替調整額の検討
曹 昱 氏(中国西南財経大学)
司会 大日方隆 氏(東京大学)
(3) 利益平準化と利益の質 －経営者意識の視点から－
中野 誠 氏(一橋大学)
(4) 利益の質と SFAS No.95
中村恒彦 氏(桃山学院大学)
500号館 第５会場
500号館53A教室
司会 山下壽文 氏(佐賀大学)
(1) 拠出資本・留保利益の区分の可能性の検討
池田幸典 氏(愛知大学)
(2) 資本取引とは何か
紙 博文 氏(摂南大学)
司会 金井繁雅 氏(文京学院大学)
(3) 金融負債の公正価値評価の影響 ―Citigroup の事例―
小川淳平 氏(名古屋市立大学)
(4) 負債の公正価値測定とゴーイング・コンサーン監査
長束 航 氏(福岡大学)
600 号館 第１会場
600 号館622 教室
司会 上野清貴 氏(中央大学)
(1) サイクルモデル―財務諸表の要素についての代替的
見解―
竹島貞治 氏(金沢大学)
(2) 推定的および均衡法的義務に係る負債認識拡大の構造
藤田敬司 氏(立命館大学客員教授)
司会 万代勝信 氏(一橋大学)
(3) 二つの損益観における損益計算構造
岡田裕正 氏(長崎大学)

８

(4) ポスト株主価値経営におけるコーポレートガバナン
スのあり方の検討 ―創業家関与による企業経営実態の
実証分析―
今村明代 氏(鹿児島国際大学)
白田佳子 氏(筑波大学)
600 号館 第２会場
600 号館631 教室
司会 浦崎直浩 氏(近畿大学)
(1) 財務報告の透明化の進展 ―退職給付会計における
数理計算上の差異等の取扱いを例として―
菅野浩勢 氏(早稲田大学)
(2) 退職給付会計における債権債務の関係
挽 直治 氏(日本大学非常勤講師)
司会 河崎照行 氏(甲南大学)
(3) 役員報酬個別開示制度の導入とその影響
田中佳容 氏(横浜市立大学客員准教授)
(4) 従業員等の意思決定とストック・オプションの費用認識
鈴木大介 氏(麗澤大学)
上村昌司 氏(麗澤大学)
600 号館 第３会場
600 号館632 教室
司会 田中 弘 氏(神奈川大学)
(1) 原則主義の機能を可能にする普遍的要因 ―イギリ
ス会計制度を素材として―
齊野純子 氏(甲南大学)
(2) 中小会社における公正妥当な会計基準
安達 巧 氏(市立尾道大学)
司会 佐藤信彦 氏(明治大学)
(3) 適正手続の論理と会計基準
辻川尚起 氏(兵庫県立大学)
(4) 経済開発政策のための会計基準
金ジュンミン 氏(韓国啓明大学)

９

700 号館 第１会場
700 号館712 教室
司会 大石桂一 氏(九州大学)
(1) グローバル会計基準の正統性と会計基準設定主体の
組織化に関する一考察―代表性モデルと専門性モデル―
真田正次 氏(京都大学・大学院生)
(2) 企業結合会計と会計政策
高橋由香里 氏(一橋大学・大学院生)
司会 松本敏史 氏(同志社大学)
(3) 退職給付減額における会計政策
澤田成章 氏(一橋大学・大学院生)
(4) 自社株買い発表前の経営者の利益数値制御と資本市
場の評価
島田佳憲 氏(神戸大学・大学院生)
700 号館 第２会場
700 号館713 教室
司会 倉田幸路 氏(立教大学)
(1) 企業行動とリアル・オプション－新しい公正価値の一
つの提言ー
一瀬嘉彌 氏(中央大学・大学院生)
(2) 公正価値会計と配当規制の変化の経済的帰結
河内山拓磨 氏(一橋大学・大学院生)
司会 髙橋秀至 氏(長崎県立大学)
(3) 発展途上国における財務諸表監査制度に関する一考察
篠藤涼子グラシエラ 氏(北海道大学・大学院生)
(4) 現代ドイツ監査制度におけるエンフォースメント手
続きの意義について
田中 圭 氏(明治大学・大学院生)
800号館 第１会場
800号館81A教室
司会 柳田 仁 氏(神奈川大学)
(1) マテリアルフローコスト会計の導入効果 一企業事
例からの考察
関 利恵子 氏(信州大学)
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(2) 低炭素型サプライチェーンを支援する環境管理会計
の可能性
中嶌道靖 氏(関西大学)
木村麻子 氏(関西大学)
岡 照二 氏(関西大学)
司会 山本浩二 氏(大阪府立大学)
(3) サービスレベル・アグリーメントを用いたサービス業
における業務品質の管理
園田智昭 氏(慶應義塾大学)
(4) マーケティング・メトリックスに関する諸説の検討―
―マーケティング活動の業績管理―
本橋正美 氏(明治大学)
800号館 第２会場
800号館82A教室
司会 上埜 進 氏(甲南大学)
(1) 提携型ポイントプログラムの生成・進化と会計情報
片岡洋人 氏(明治大学)
岡田幸彦 氏(筑波大学)
窪田祐一 氏(大阪府立大学)
(2) 提携型ポイントプログラム会計の実態分析
中村亮介 氏(帝京大学)
大雄 智 氏(横浜国立大学)
岡田幸彦 氏(筑波大学)
司会 﨑 章浩 氏(明治大学)
(3) 原価企画活動に望ましい原価見積
田中雅康 氏(目白大学)
内藤周子 氏(弘前大学)
(4) 製品サイドから見た原価計算上の問題－自動車のリ
コール記録のデータから－
長谷川泰隆 氏(麗澤大学)
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800号館 第３会場
800号館82B教室
司会 丸田起大 氏(九州大学)
(1) 造船業における原価管理の動向：Ｓ社造船所の事例を
対象として
宮地晃輔 氏(長崎県立大学)
(2) 付加価値会計から人本主義会計への展開
水野一郎 氏(関西大学)
司会 荒井 耕 氏(一橋大学)
(3) 原価計算の公共性に関する一考察 ―病院原価計算
の分析を中心に－
足立俊輔 氏(下関市立大学)
司会 井上教之 氏(福岡大学)
(4) コーポレート・レピュテーションの財務業績への影響
－実証研究の結果を踏まえて－
伊藤和憲 氏(専修大学)
伊藤克容 氏(成蹊大学)
新村秀一 氏(成蹊大学)
櫻井通晴 氏(城西国際大学)
100 号館 第１会場
100 号館128 教室
司会 篠原 淳 氏(日本経済大学)
(1) 政府会計と企業会計における制度上の結節点―韓国
における会計制度によせてー
権 大煥 氏(明治大学)
(2) 公的部門への発生主義会計適用の効果ー自治体調査
分析からー
山本 清 氏(東京大学)
司会 吉見 宏 氏(北海道大学)
(3) 公会計収入・支出測定値の機能と制約 －会計及びミ
クロ経済理論的考察－
宮本幸平 氏(神戸学院大学)
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(4) 国立大学法人における会計情報と業績・経営行動に関
する実証分析
水田健輔 氏(東北公益文科大学)
古市雄一朗 氏(福山大学)
100 号館 第２会場
100 号館129 教室
司会 福浦幾巳 氏(西南学院大学)
(1) 吉田良三簿記の研究
島本克彦 氏(関西学院大学)
工藤栄一郎 氏(熊本学園大学)
(2) 複式簿記と会計の関係と存立構造
小栗崇資 氏(駒澤大学)
司会 春日克則 氏(九州産業大学)
(3) 保険負債の測定概念に関する検討
上野雄史 氏(静岡県立大学)
(4) 負ののれんの認識に関する一考察
ガルシア・クレマンス 氏(立教大学)

国際セッション
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
司会

100号館141教室
児島幸治 氏(関西学院大学)

※ 韓国会計学会および台湾会計学会の研究者が報告され
ます。
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統一論題報告
「会計基準の変革と展望」
13:00～15:10
第１会場 広瀬義州座長・早稲田大学 800 号館 82B 教室
会計基準から財務報告基準へ
報告
(1) 会計基準の意義と役割
米山祐司 氏(北海道大学)
(2) 会計基準の充実・発展
徳賀芳弘 氏(京都大学)
(3) 財務報告基準への展望
米山正樹 氏(早稲田大学)
第 2 会場 尾畑 裕座長・一橋大学 800 号館 82A 教室
原価計算基準から原価・収益計算基準へ
報告
(1) 原価計算基準の意義と役割
岡野憲治 氏(松山大学)
(2) 原価計算基準の課題
高橋史安 氏(日本大学)
(3) 原価・収益計算基準への展望
円谷昭一 氏(一橋大学)
第 3 会場 内藤文雄座長・甲南大学 800 号館 81A 教室
監査基準から保証業務基準へ
報告
(1) 「監査基準」の意義と役割
伊藤龍峰 氏(西南学院大学)
(2) 監査基準に内在する課題
児嶋 隆 氏(中央大学)
(3) 監査保証のあり方と保証業務基準への展望
林 隆敏 氏(関西学院大学)
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公開記念講演会
15:30～17:55
(800 号館 82B 教室)

司会 太田正博教授・福岡大学
(1) 15:30～16:15 記念講演会 (82B 教室)
平松一夫・日本会計研究学会会長
演題：会計基準・会計教育の国際化と日本の対応
(2) 16:20～17:05 記念講演会 (82B 教室)
櫻井通晴・日本原価計算研究学会元会長
演題：IFRS が管理会計の理論と実務に及ぼす影響
(3) 17:10～17:55 記念講演会 (82B 教室)
友杉芳正・日本監査研究学会会長
演題：グローバル社会における監査対応

第３日目 ９月 19 日(月)
み

い

久留米大学御井学舎
参加者受付

9:20～17:00

(800 号館１階エントランス)

自由論題報告Ⅱ
全 13 会場
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)
500号館 第１会場
500号館51B教室
司会 小西範幸 氏(青山学院大学)
(1)
Role of Earnings Information in Rationally
Forecasting Stock Returns:VAR Applications to
Japanese Data
Hitoshi Takehara, Esq (Waseda University)
Keiichi Kubota, Esq (Chuo University)
(2) Effectiveness of Selected Contemporary Japanese
Corporate Governance Reforms in terms of Earnings
Quality: An Empirical Evaluation
Ahamed Roshan Ajward, Esq (Waseda University)
司会 李 文忠 氏(福岡工業大学)
(3) 会計責任と監査責任に関する研究－中国における公
認会計士の責任形成―
徐 陽 氏(九州共立大学)
(4) 制度的視点から見た内部統制制度―中国をケースと
して―
孫 美灵 氏(流通科学大学)
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500号館 第２会場
500号館52A教室
司会 中村信博 氏(福岡大学)
(1) 従業員のロイヤリティと企業財務との関係―勤続年
数と財務数値との関係―
久野寛子 氏(株式会社アイベック)
白田佳子 氏(筑波大学)
(2) 損益項目のシフトによって平準化された利益の情報
内容
木村晃久 氏(横浜国立大学)
司会 牧田正裕 氏(立命館アジア大学)
(3) メガバンクにおける資本の特質を有する金融商品の
対応状況について
里形浩美 氏(元金融庁)
(4) 四半期キャッシュ・コンバージョン・サイクルの決定
要因
来栖正利 氏(流通科学大学)
500号館 第３会場
500号館52B教室
司会 百合野正博 氏(同志社大学)
(1) 経営者が公表する予想利益と投資家行動
村宮克彦 氏(神戸大学)
音川和久 氏(神戸大学)
(2) 金利変動と会計情報の株式価値への影響に関する考察
鈴木愛一郎 氏(星城大学)
司会 酒巻政章 氏(熊本学園大学)
(3) 継続企業の前提に関する開示規定の改正が開示判断
に及ぼす影響に関する実証研究
浦山剛史 氏(姫路獨協大学)
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500号館 第４会場
500号館53A教室
司会 高須教夫 氏(兵庫県立大学)
(1) 事業承継における非上場株式評価の問題点～純資産
価額方式の改正点を中心として～
髙沢修一 氏(大東文化大学)
(2) 負ののれんと合併差益
内川菊義 氏(同志社大学名誉教授)
司会 浜本道正 氏(横浜国立大学)
(3) 会計保守主義とリスクの配分
眞鍋和弘 氏(福井工業大学)
(4) 会計変更に対する資金調達不確実性の影響：テキスト
マイニングによる 19 世紀前半の減価償却実務の分析
澤登千恵 氏(大阪産業大学)
600 号館 第１会場
600 号館622 教室
司会 末永英男 氏(熊本学園大学)
(1) 売上代金の回収状況の把握方法について
古山 徹 氏(日経メディアマーケティング)
(2) くりこみ会計の提唱
宗岡 徹 氏(関西大学)
司会 松村勝弘 氏(立命館大学)
(3) 四半期利益管理の国際比較
加賀谷哲之 氏(一橋大学)
(4) 中期経営計画情報の開示と特性
中條祐介 氏(横浜市立大学)
600 号館 第２会場
600 号館631 教室
司会 林 兵磨 氏(浜松大学)
(1) 非営利組織体の資金調達と財務報告
日野修造 氏(中村学園大学)
(2) 非営利組織の会計
山口桂子 氏(秀明大学)
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司会 高橋和幸 氏(下関市立大学)
(3) 民間非営利組織の資金調達と会計情報の関連性
五百竹宏明 氏(県立広島大学)
(4) 学校法人会計における消費収支差額の部の継続的な
マイナス残高について
矢部孝太郎 氏(大阪商業大学)
600 号館 第３会場
600 号館632 教室
司会 辻 正雄 氏(早稲田大学)
(1) 財務報告の忠実な表現とリスクマネジメントの方向性
高野仁一 氏(専修大学・大学院生)
(2) グローバル・タックス・マネジメントの諸機能と管理
体系－理論構築の試み－
松本大吾 氏(青森公立大学・大学院生)
800号館 第１会場
800号館81A教室
司会 小川哲彦 氏(佐賀大学)
(1) 環境コスト分担における非財務業績測度の効果
野田昭宏 氏(東京都市大学)
司会 浜田和樹 氏(関西学院大学)
(2) サステナブル経営における MFCA 情報と SBSC の統合
岡 照二 氏(関西大学)
(3) 組織間における TCO 情報の役割：文献レビュー
坂口順也 氏(関西大学)
司会 山内 進 氏(福岡大学)
(4) 租税回避行為の判定規準を求めて
小山 登 氏(LEC 会計大学院)
800号館 第２会場
800号館82A教室
司会 昆 誠一 氏(九州産業大学)
(1) 社会におけるコミュニケーション・ツールとしての戦
略マップの可能性
八島雄士 氏(九州共立大学)
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(2) 業績測定指標の選択に関する検討課題
河合隆治 氏(同志社大学)
司会 松島桂樹 氏(武蔵大学)
(3) 経営管理情報の特徴－経営情報システムの変遷から
見る視点から－
井手吉成佳 氏(追手門学院大学)
(4) IT 組織を戦略志向へ変革させるための業績評価シス
テム
小酒井正和 氏(玉川大学)
800号館 第３会場
800号館82B教室
司会 河田 信 氏(名城大学)
(2) イトーヨーカ堂の店舗投資計画と管理
前田 陽 氏(明治大学)
司会 小菅正伸 氏(関西学院大学)
(3) 時間からみた管理会計の検討－戦略の視点を考慮に
入れて－
水島多美也 氏(中村学園大学)
(4) 時間主導型ＡＢＣは原価計算の発展か？―フランス
管理会計論の視点から―
大下丈平 氏(九州大学)
100 号館 第１会場
100 号館128 教室
司会 角ヶ谷典幸 氏(九州大学)
(1) ソフトウェア資産の価値関連性と不確実性
奥原貴士 氏(神戸大学・大学院生)
(2) 工事契約に関する会計基準の実証的評価
小野慎一郎 氏(神戸大学・大学院生)
司会 大崎美泉 氏(大分大学)
(3) 裁量的会計行動の決定要因 －レピュテーションに
着目した決定要因分析－
平屋伸洋 氏(明治大学・大学院生)
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(4) 会計上の認識および測定に関する考察 ―Unit of
Account の視点から
中田有祐 氏(早稲田大学・大学院生)
100 号館 第２会場
100 号館129 教室
司会 梶浦昭友 氏(関西学院大学)
(1) 輸出取引の収益認識
小林弘知 氏(大東文化大学・大学院生)
(2) 資産撤去義務の会計問題
平野智久 氏(慶應義塾大学・大学院生)
司会 笹倉淳史 氏(関西大学)
(3) 財務会計に於ける継続と非継続
上村 毅 氏(青山学院大学・大学院生)
(4) 会計基準設定の社会心理学的検討
森 洵太 氏(大阪市立大学・大学院生)
100 号館 第３会場
100 号館141 教室
司会 荒井 耕 氏(一橋大学)
(1) 医療機関における戦略実行のための業務改善－リー
ン経営を超えて
関谷浩行 氏(城西国際大学・大学院生)
司会 中川 優 氏(同志社大学)
(2)
Early Management Accounting practices in
Japan―case of Mitsubishi Mail Steamship Company
in 1870~1885
Dilfuza M. Kasimova, Esq (一橋大学・大学院生)
司会 小川哲彦 氏(佐賀大学)
(3) 自発的環境情報開示の経済効果
田中優希 氏(一橋大学・大学院生)
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国際シンポジウム
10:00～12:00
(500 号館 51A 教室)
会場
司会

500 号館 51A 教室
金田堅太郎 氏(久留米大学)

日本会計学会会長、韓国会計学会会長および台湾会計学
会会長によるシンポジウムが開催されます。

統一論題討論

「会計基準の変革と展望」
13:00～15:00

第１会場 広瀬義州座長・早稲田大学 800 号館 82B 教室
会計基準から財務報告基準へ
(1) 米山祐司 氏(北海道大学)
(2) 徳賀芳弘 氏(京都大学)
(3) 米山正樹 氏(早稲田大学)
第 2 会場 尾畑 裕座長・一橋大学 800 号館 82A 教室
原価計算基準から原価・収益計算基準へ
(1) 岡野憲治 氏(松山大学)
(2) 高橋史安 氏(日本大学)
(3) 円谷昭一 氏(一橋大学)
第 3 会場 内藤文雄座長・甲南大学 800 号館 81A 教室
監査基準から保証業務基準へ
(1) 伊藤龍峰 氏(西南学院大学)
(2) 児嶋 隆 氏(中央大学)
(3) 林 隆敏 氏(関西学院大学)
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アクセスマップ

17 日の
会場

萃香園ホテル
久留米市民会館
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18 日および
19 日の会場
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■ 久留米市民会館 アクセスマップ ■

久留米市民会館

〒830-0022 久留米市城南町16 番地の１

Tel：0942-39-2500
●会館への交通

JR 久留米駅より

バス５分 (大学病院行き)

西鉄久留米駅より

バス12 分 (大学病院行き)

すいこうえん

■ 萃香園ホテル アクセスマップ ■

すいこうえん

萃 香 園 ホテル

〒830-0013 久留米市櫛原町87

Tel：0942-35-5351
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日本会計研究学会
第 70 回大会準備委員会
み い

〒839-8502 福岡県久留米市御井町 1635
久留米大学商学部気付
日本会計研究学会 第 70 回大会準備委員会
E-mail： jaa2011@kurume-u.ac.jp

