
 
 

受入図書資料（209） 

(*)印は寄贈図書 

 
[会計・監査] 

連結財務諸表の作成実務 第三版(*) 

 みすず監査法人 編 中央経済社 

会社法決算書の作成実務(*) 

 みすず監査法人 編 中央経済社 

新版有価証券報告書の記載実務 第四版

(*) みすず監査法人 編 中央経済

社 

監査論の基礎(*) 

 石田三郎 他編著 東京経済情報出版 

会社法計算書類作成ハンドブック(*) 

 監査法人トーマツ 編 中央経済社 

財務報告に係る内部統制の構築・評価・

監査の実務(*) 鈴木輝夫 編著 清

文社 

将来予測情報の監査(*) 

 東誠一郎 編著 同文舘出版 

 

 

[法律] 

会社法計算書類のつくり方(*) 

 みすず監査法人 編 中央経済社 

解説 金融商品取引法 第二版(*) 

 大崎貞和 著 弘文堂  

 

 

[経営] 

トップダウンとリスクアプローチによる

内部統制構築の実践手法(*) 伊東 

敏 著 清文社 

Ｑ＆Ａ 企業再編のための合併・分割・

株式交換等の実務(*) 澤田眞史 監

修 清文社 

 

 

[その他] 

日本経済新聞縮刷版（２００７年３月号） 

 日本経済新聞社編・発行  

知的資産ファイナンスの探求(*) 

 古賀智敏 他編著 中央経済社 

新しい事業報告・計算書類(*) 

 石井裕介 他編著 商事法務 

決算短信作成要領(*) 

 総合ディスクロージャー研究所 編 

宝印刷 

有価証券報告書作成要領(*) 

 総合ディスクロージャー研究所 編 

宝印刷 

目で見る有価証券報告書の主なポイント

(*) 総合ディスクロージャー研究所 

編 宝印刷 

有価証券報告書記載例(*) 

 総合ディスクロージャー研究所 編 

宝印刷 

有価証券報告書作成の手引き(*) 

 プロネクサス 他編 プロネクサス 

 

 

 

 

会計，その神話の崩壊（４） 田中茂次 

経理研究(中央大学経理研究所) 50

号 

複式三元簿記 ー普遍的実践会計として

の資金繰表を複式簿記体系に組入れる

方法と利用法ー 中村輝夫 経理研究

(中央大学経理研究所) 50 号 

ＩＣＴ（情報通信技術）の利用による医

事・会計情報システムの一考察 大山

政雄 経理研究(中央大学経理研究所) 

50 号 

わが国における四半期財務報告開示制度

の進展（１） 平島鹿蔵 経理研究(中

央大学経理研究所) 50 号 

会計利益，課税所得に無影響でなされた

‘資産／負債の当初認識’による一時

差異への繰延税金認識否定規定につい

て 内倉 滋 経理研究(中央大学経

理研究所) 50 号 

レギュレーションＦＤと経営者予測情報

の有用性 孔炳龍 経理研究(中央大

学経理研究所) 50 号 

信託の税務 矢内一好 経理研究(中央

大学経理研究所) 50 号 

中小企業の会計指針 土田 博 経理研

究(中央大学経理研究所) 50 号 

管理会計の体系と重要ポイント ー実務

体験からー 柴 章 経理研究(中央

大学経理研究所) 50 号 

管理会計研究における戦略問題の取り扱

い 新江 孝 経理研究(中央大学経

理研究所) 50 号 

ＢＳＣによる戦略と予算の連携について 

志村 正 経理研究(中央大学経理研

究所) 50 号 

マネジメント・コントロール・システム

の変化と組織風土の関連性 ー実態調

査からの一考察ー 横田絵理 経理研

究(中央大学経理研究所) 50 号 

アメリカ病院界における部門別原価計算

発達史 荒井 耕 経理研究(中央大

学経理研究所) 50 号 

企業統治における監査役と内部監査人の

連係 土田義憲 経理研究(中央大学

経理研究所) 50 号 

システム化の課題 ー内部統制を一例と

してー 小野 哲 経理研究(中央大

学経理研究所) 50 号 

財務諸表監査及び内部統制監査における

不正に対する監査人の責任 滝口勝昭 

経理研究(中央大学経理研究所) 50

号 

再生可能エネルギーの施策と会計問題 

村井秀樹 会計学研究（日本大学） 21

号 

ＢＳＣ研究における実務からのフィード

バック ～管理会計のツール研究とプ

ロセス研究～ 新江 孝 会計学研究

（日本大学） 21号 

フランスの資本会計制度 五十嵐邦正 

会計学研究（日本大学） 21号 

「多目的型原価計算基準」の歴史的研究 

高橋史安 会計学研究（日本大学） 21

号 

会社法の新会計規制と「株主資本」の簿

記処理のあり方 ー資本剰余金の簿記

処理を中心としてー 壹岐芳弘 会計

学研究（日本大学） 21号 

内部統制の構成要素としての監視活動の

意味 堀江正之 会計学研究（日本大

学） 21号 

連結債務超過における諸問題 濱本 明 

会計学研究（日本大学） 21号 

法人税法におけるのれんの検討 藤井 

誠 会計学研究（日本大学） 21号 

管理会計について 中 善宏 商学討究

（小樽商科大学） 57巻 4号 

変遷論の視点からみた会社法会計の特色 

渡辺和夫 商学討究（小樽商科大学） 

57巻 4号 

未確定事項に直面した監査人の対応 ー

文献・制度の評価（５）ー 坂柳 明 

商学討究（小樽商科大学） 57巻 4号 

税効果会計基準の合理的対応阻害要因と

その除去 太田正博 商学論叢（福岡

大学） 51巻 4号 

研究開発費の会計処理に関する一考察 

池田健一 商学論叢（福岡大学） 51

巻 4号 

負債概念の再検討 ー収益認識基準の再

検討に関連してー 長束 航 商学論

叢（福岡大学） 51巻 4号 

会計目的と測定基準 長尾則久 鹿児島

経済論集（鹿児島国際大学） 47巻 2

号 

わが国の税効果会計に関する一考察 ー

繰延税金資産と繰延税金負債の変動要

因ー 今村明代 鹿児島経済論集（鹿

児島国際大学） 47巻 2号 

モンテカルロ・シミュレーションによる

株主価値の計測 青木茂男 会計プロ

フェッション（青山学院大学） 2号 

キャッシュ・フロー情報と発生主義会計 

井上良二 会計プロフェッション（青

山学院大学） 2号 

討議資料における財務諸表の構成要素の

定義について 小林秀行 会計プロフ
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ェッション（青山学院大学） 2号 

第１９回会計検査院「公会計監査フォー

ラム」基調講演の大要『業績管理統制

と公監査人の監査リスクの識別』 鈴

木 豊 会計プロフェッション（青山

学院大学） 2号 

会計基準の国際的収斂 ー2009 年問題

の最新動向 橋本 尚 会計プロフェ

ッション（青山学院大学） 2号 

わが国の内部統制報告制度の課題と展望 

八田進二 会計プロフェッション（青

山学院大学） 2号 

外部監査における不正問題への対応 町

田祥弘 会計プロフェッション（青山

学院大学） 2号 

わが国戦後管理会計発達史（後編） ー

日本的管理会計の模索と構築ー 西澤 

脩 ＬＥＣ会計大学院紀要 2号 

管理会計でのリニアー・プログラミング 

ーアルゴリズムの世界から経営実践的

へー  小林健吾 ＬＥＣ会計大学院

紀要 2号 

ＩＴ時代における経営に役立つ原価計算

システム 林 總 ＬＥＣ会計大学院

紀要 2号 

リスク・マネジメントはインターナル・

コントロールに包含されるか ー内部

統制概念の収斂を求めてー 檜田信男 

ＬＥＣ会計大学院紀要 2号 

任意組合と匿名組合の税務 ー平成１７

年度税制改正の影響に関する分析ー 

細川 健 ＬＥＣ会計大学院紀要 2

号 

ストック・オプション会計の問題点 ー

資本と負債の区分・資本と利益の区別

ー 藤田昌也 商学論集（熊本学園大

学） 13巻 2号 

会計と意思決定 西村美奈雄 追手門経

済・経営研究（追手門学院大学） 14

号 

会計学における実験研究 ー財務会計に

おける行動科学研究の近年の動向ー 

上枝正幸 追手門経済・経営研究（追

手門学院大学） 14号 

債権者・債務者双方からの貸倒損失のア

プローチの重要性 ー資金調達環境改

善の後押しー 水野浩児 追手門経

済・経営研究（追手門学院大学） 14

号 

ファイナンス理論の影響下にあるわが国

の会計実務と会計ルールの現状 ー資

本予算評価実務と減損会計を素材にし

た予備的考察ー  篠田朝也 彦根論

叢（滋賀大学） 364 号 

全部原価計算からの脱却のススメ ーケ

ースで見る全部原価計算の有効性の検

証ー 中根敏晴 名城論叢（名城大学） 

7巻 4号 

 

我が国の新会計基準と国際会計基準の影

響 伊藤秀俊 名城論叢（名城大学） 

7巻 4号 

役務提供契約の会計 ー契約負債の測定

属性に焦点をあててー 田中 勝 商

経論叢（九州産業大学） 47巻 3号 

会計理論における操作主義の適用 ーベ

ドフォードの利益決定論を中心にして

ー 伊藤徳正 地域分析（愛知学院大

学） 45巻 2号 

日本における直接原価計算の受容と展開 

ー1950 年代から 60 年代を中心にー 

高橋 賢 横浜経営研究（横浜国立大

学） 27巻 3.4 号 

国際監査基準における重要性プロジェク

トについて 前山政之 横浜経営研究

（横浜国立大学） 27巻 3・4号 

会計制度を支える信頼と制度的正統性 

岡本紀明 流通経済大学論集 41巻 4

号 

公正価値会計の成熟 百瀬房徳 獨協経

済（獨協大学） 83号 

グローバル企業の資本コストと財務構造 

宮本寛爾 企業情報学研究（大阪学院

大学） 6巻 2号 

新会社法の純資産の変化とわが国会計制

度への影響 小倉康三 企業情報学研

究（大阪学院大学） 6巻 2号 

イギリス会計基準の構図（１） 帯谷泰

輔 企業情報学研究（大阪学院大学） 

6巻 2号 


