日本会計研究学会

プログラム

第 65 回関西部会のご案内
初霜の候、会員の皆様方におかれましては、ますますご
健勝のこととお慶び申し上げます。
さて、来る 12 月 12 日（土）に、大阪市立大学田中記念
館および高原記念館におきまして、日本会計研究学会第 65
回関西部会を開催させていただきます。
今回、統一論題のテーマとして、
「最近の不正会計事件か
ら学ぶべきこと」を設定いたしました。実務家、財務会計
研究者、管理会計研究者、監査研究者のそれぞれの観点か
ら、昨今の不正会計事件について問題点を明らかにすると
ともに活発な議論ができればと考えております。
また、午前中には自由論題を 8 報告設定いたしました。
今回の関西部会を通して会計学研究の発展に貢献できます
ことを願っております。年末のあわただしさの増す頃では
ございますが、多くの会員の皆様のご参加を心よりお待ち
申し上げております。
2015 年 11 月吉日
日本会計研究学会第 65 回関西部会
準備委員長 向山敦夫
準備委員
石川博行 浅野信博 ト志強
学外協力者 坂上 学（法政大学）
松本紗矢子（北海道情報大学）
森 洵太（愛知淑徳大学）
黒木 淳（横浜市立大学）

大会参加費・懇親会費
大会参加費 ：2,000 円
懇親会費 ：4,000 円（当日申し込み 5,000 円）

ご参加の方は、同封の郵便振替用紙にて 12 月８日（火）
までにお振り込み下さい。お振り込みをもちまして参加申
込みとさせていただきます。なお部会開催直前にお振り込
みされた場合は、念のため郵便振替払込領収書をご持参く
ださい。
なお当日は会場周辺に十分な食堂施設がございませんの
で、お弁当のご予約（1,000 円・飲み物付）をお勧めいたし
ます。
口座番号：００９８０－６－１７４１２０
加入者名:日本会計研究学会関西部会準備委員会
※不参加の場合でも払い戻しはいたしませんのでご了承ください

参加受付
理事会
自由論題報告
（休憩）
統一論題報告
（休憩）
統一論題討論
懇親会

9:30～17:30（田中記念館ホワイエ）
10:00～12:00（田中記念館第１会議室）
10:00～12:10（高原記念館）
12:10～13:00
13:00～16:00（田中記念館大ホール）
16:00～16:30
16:30～18:00（田中記念館大ホール）
18:15～20:00（田中記念館ホワイエ）

会員控室 田中記念館メタセコイア・ホワイエ

【自由論題報告】10:00～12:10
＜第 1 会場＞
10:00～11:00
セッションⅠ
司会：阪 智香（関西学院大学）
第 1 報告 瓦田沙季（兵庫県立大学）
・福井 慎（兵庫県立大
学大学院生）
「地方公営企業会計基準の変更の妥当性に関する分析―下水
道事業における建設助成金の会計処理について―」
第 2 報告 藤川晴基（広島大学大学院生）
「公益企業の財産評価に関する一考察－明治・大正期におけ
る公益企業の財産評価（公正価値）に関する文献研究－」
11:10～12:10
セッションⅡ
司会：中條良美（阪南大学）
第 3 報告 真田正次（就実大学）
「会計基準と法的インフラストラクチャの共進化－日本の
ケース－」
第 4 報告 藤田敬司（立命館大学）
「東芝不正会計事件にみる監査委員会および監査人の責任」
＜第 2 会場＞
10:00～11:00
セッションⅢ
司会：木村敏夫（流通科学大学）
第 1 報告 大洲裕司（大阪市立大学大学院生）
「企業の内部情報環境が節税行動に与える影響」
第 2 報告 島永和幸（神戸学院大学）
「上場企業における自己創設無形資産の会計に関する意識調
査」
11:10～12:10
セッションⅣ
司会：太田浩司（関西大学）
第 3 報告 宮本幸平（神戸学院大学）
「オプション取引における評価差額の信頼性考察－評価公
式におけるボラティリティ値の正確性分析－」
第 4 報告 村宮克彦（大阪大学）
・山本達司（大阪大学）
・山
崎尚志（神戸大学）

「 Do Lower R2 Values Signify Informativeness or
Noise? Evidence from the Great East Japan Earthquake」

昼食休憩 12:10～13:00
ご予約されたお弁当は会員控室でお渡しします
-----------------------------理事会（昼食） 10:00～13:00
田中記念館第１会議室

【統一論題報告】13:00～18:00
テーマ：
「最近の不正会計事件から学ぶべきこと」
司 会：徳賀芳弘（京都大学）
13:00～13:10 座長挨拶および主旨説明
13:10～13:50 第 1 報告 井端和男（公認会計士）
「東芝会計不正事件の概要と問題点」
13:50～14:30 第 2 報告 乙政正太（関西大学）
「最近の不正会計事件から学ぶべきこと－指名委員会等設置
会社のガバナンス－」
（休憩：１０分）
14:40～15:20 第 3 報告 澤邉紀生（京都大学）
「経営管理システムのフレキシビリティと不確実性」
15:20～16:00 第 4 報告 内藤文雄（甲南大学）
「会計処理のフレキシビリティと監査判断の限界－Ｔ社のケ
ースをめぐる制度問題－」

休憩

16:00～16:30

【統一論題討論】16:30～18:00
座 長：徳賀芳弘（京都大学）
討論者：井端和男（公認会計士）
乙政正太（関西大学）
澤邉紀生（京都大学）
内藤文雄（甲南大学）
懇親会 18:15～20:00
田中記念館ホワイエ

≪CPE 単位認定のご案内≫
本部会に参加される日本公認会計士協会会員の方は、CPE の単位
が認定されます。当日、会場受付で所定の手続きをお済ませくだ
さい。
（CPE 認定研修承認番号：27-34 研修コード 3001）
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10:00～11:00
11:10～12:10
13:00～16:00
16:30～18:00

自由論題報告 1・2
自由論題報告 3・4
統一論題報告
統一論題討論

履修単位
1
1
3
2

田中記念館・高原記念館のご案内

大阪市立大学までの交通
最寄り駅は、ＪＲ阪和線「杉本町（大阪市立大学前）」も
しくは地下鉄御堂筋線「あびこ」です。
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●東海道新幹線ご利用の場合
新大阪駅から東海道本線で大阪駅に出て、環状線に乗り
換え天王寺駅までお越しください。天王寺駅からはＪＲ阪
和線の普通電車を利用し、杉本町駅で下車してください（快
速は止まりません）
。
あるいは、新大阪駅から地下鉄御堂筋線「なかもず（新
金岡、あびこ）
」行きに乗り、あびこ駅で下車してください。
いずれも新大阪駅から約１時間です。

●大阪（伊丹）空港をご利用の場合
天王寺（あべの橋）行きリムジンバスで天王寺まで来て、
ＪＲ阪和線の普通電車をご利用ください。

2015 年 12 月 12 日（土）
統一論題

最近の不正会計事件から
学ぶべきこと

●関西国際空港ご利用の場合
ＪＲ阪和線の関空快速で堺市駅まで来て、普通電車に乗
り換えてください。

大阪市立大学までの路線図
８番の建物が「田中記念館」です。
27 番の建物が「高原記念館」です。

JR新幹線

ＪＲ「杉本町」より徒歩 5 分
地下鉄「あびこ」より徒歩 20 分
※「あびこ」からはタクシー（初乗り料金）が便利です。
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JR東海道本線
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高原記念館
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日本会計研究学会関西部会準備委員会
〒558-8585 大阪市住吉区杉本３－３－１３８
大阪市立大学大学院経営学研究科・向山敦夫研究室内
Email：jaaw2015@bus.osaka-cu.ac.jp

