
 

 

受入図書資料（220） 

(*)印は寄贈図書 

(-)印は移管図書 

 

 

[会計・監査] 

有価証券報告書の作成実務 

新日本監査法人 編 中央経済社(*) 

会社法決算書の読み方・作り方 第2版 

計算書類の分析と記載例 

新日本監査法人 編 中央経済社(*) 

会社法におけるコーポレート・ガバナン

スと監査 日本監査研究学会リサー

チ・シリーズⅥ 

蟹江 章 編著 同文舘出版(*) 

そうだったのか！ キャッシュ・フロー

計算書のつくり方 

 藤原道夫 著 中央経済社(*) 

成功する管理会計システム その導入と

進化 

谷 武幸 著 中央経済社(-) 

有価証券報告書の作成要領（平成20年 3

月期提出用） 

財務会計基準機構（FASF） 編 財務

会計基準機構(*) 

企業会計基準 完全詳解 

財務会計基準機構 監修 企業会計基

準委員会 編著 税務経理協会(*) 

上場企業監査人・監査報酬白書 2008年

版 

監査人・監査報酬問題協議会 編 日

本公認会計士協会出版局 清文社 

内部統制監査の実務 監査実務指針作成

者が語る内部統制監査 

日本公認会計士協会 編 日本公認会

計士協会出版局 第一法規 

 

 [税務] 

勘定科目別 会社決算の税実務（第2版）

新日本監査法人・新日本アーンスト ア

ンド ヤング税理士法人 編 中央経

済社(*) 

 

[経営] 

病院のための経営分析入門 

石井孝宜 著 じほう(*) 

生命体経営学 

藤田史郎、飛岡 健 著 河出書房新

社(-) 

よくわかるコンプライアンス経営 

 髙 巖、稲津 耕、國廣 正 著 日

本実業出版社(-) 

企業価値創造経営  

西村慶一、鳥邊晋司 中央経済社(-) 

非公開企業の企業価値評価 

山田嘉重 著 税務経理協会 

中小企業のための能力・業績型賃金の設

計と導入 競争激化に打ち勝つ賃金制

度のすすめ 

糸原 宏 著 唯学書房(-) 

 

[その他] 

六法全書１・２（平成20年版） 

菅野和夫、江頭憲治郎、小早川光郎、

西田典之 編者代表 有斐閣 

 

 

[洋書] 

IFAC HANDBOOK OF INTERNATIONAL 

STANDARDS ON AUDITING, ASSURANCE, 

ANDETHICS 2008 EDITION PARTⅠ・Ⅱ 

IFAC 編・発行 

Accounting review（2008）- A Journal of 

The American Accounting Association 

Vol.83 No.1 January 2008(合冊製本) 

The American Accounting Association 

編・発行 

 

 

 

学内機関誌から（220） 

-論題紹介- 

 

 

滞納処分妨害罪に関する一考察 

中井隆司 

法人税性格論の史的考察－配当二重課税

論議から事業体課税論議までの軌跡－ 

品川芳宣 

相続税法における時価の概念とその経済

学的考察 

小島俊朗 

消費税の簡易課税制度の不適用と犯罪所

得に関する一考察 

脇本利紀 

居住者・非居住者の課税上の問題点 

木村直人 

（以上5件、税大ジャーナル（税務大

学校）7号） 

わが国の公会計における新たな展開 

石坂信一郎 会計学研究所研究年報

（札幌学院大学）25号 

リース会計基準の主要課題についての研

究 －「リース取引に関する会計基準

（案）」（企業会計基準委員会公開草案）

と国際比較を中心として－ 

高橋泰代 経営情報科学（愛知工業大

学）2巻2号 

地方公会計制度改革 －現状と課題－ 

楠 正吾 経営情報科学（愛知工業大

学）3巻1号 

繰延資産（税法の繰延資産を含む）をめ

ぐる変化について 

小倉康三 企業情報学研究（大阪学院

大学）7巻1号 

移転価格税制における無形資産取引の考

察 －無形資産の所有権について(1)－ 

大岩利依子商学討究（小樽商科大学）

58巻 2.3号 

租税回避行為への対抗策に関する一考察 

－租税回避スキームの実態把握方法の

検討を中心として－ 

松田直樹 

海外資産の把握及び法制の異なる資産等

の取扱い 

田内彦一郎 

損益通産制度について －タックス・シ

ェルターへの対応を含めて－ 

高倉 明 

匿名組合と国際税務 

山﨑 昇 

来料加工とタツクスヘイブン税制 

橋本秀法 

タックス・シェルターに対する税務行政

のあり方 －日本流ＬＬＰへの対応を

考慮に入れて－ 

居波邦泰 

不動産所得を利用した商品型タックス・

シェルターに対する課税 -所得税法26

条の解釈論と廃止論を中心として－ 

酒井克彦 

（以上7件、税務大学校論叢（税務大

学校）52号） 

学校法人と国立大学法人の固定資産会計 

梅田守彦 中京経営研究（中京大学）

17巻 1.2号 

制度会計の要件とキャッシュ・フロー計

算書 －問題点と改善案－ 

中村輝夫 経理研究（中央大学）51号 

わが国の四半期財務報告開示制度の進展

(2) －四半期会計基準の導入と国際

会計基準への対応－ 

平島鹿蔵 経理研究（中央大学）51号 

会社計算規則に関する問題点の提起 

内倉 滋 経理研究（中央大学）51号 

利益情報の実際的有用性 －異常会計発

生高と異常リターンの関係－ 

須田一幸 

スイスの資本会計制度 

五十嵐邦正 

組織文化と管理会計システムとの関係性 

－組織文化マネジメントの視点から－

新江 孝・伊藤克容 

企業価値を創造する組織資本 

劉 暮和 

金融商品に関する負債・持分の区分 

青木 隆 

（以上5件、会計学研究（日本大学）22

号） 

職業会計士としての監査人の価値判断 

加藤正浩 経営学論集（龍谷大学）47

巻 3号 

米国における公正価値概念の特徴 

藤木潤司 経営学論集（龍谷大学）47

巻 4号 

収益力の日米比較 －企業価値創出の根

源的なもの－ 

青木茂男 



我が国地方公共団体の財政健全化法制に

係る外部公監査の課題 

鈴木 豊 

会計基準の国際的収斂による開示制度へ

の影響 ～連単分離を考える～ 

多賀谷 充 

会計基準の国際的統一化の先にあるもの

橋本 尚 

わが国の内部統制報告制度の概要と実務

上の課題 

八田進二 

内部統制の重要な欠陥についての分析 

町田祥弘 

内部統制報告制度における内部監査の役

割 

松井隆幸 

新ＥＤＩＮＥＴのＸＢＲＬ開示データの

信頼性と保証 

松尾 明 

（以上8件、会計プロフェッション（青

山学院大学）2007） 

偶発税損失負債から税金負債へ －

FIN48適用後の税情報－ 

永田守男 静岡大学経済研究 12巻 4

号 

企業結合会計に関する一考察 －全部の

れんの認識及び測定とその減損処理に

ついて－ 

孔 炳龍 駿河台経済論集（駿河台大

学）17巻 2号 

減損会計に関する一考察 －中心観を基

軸として－ 

市川紀子 駿河台経済論集（駿河台大

学）17巻 2号 

病院会計準則の内容に関する一吟味 －

内容を仕分けから考察して－ 

井出健二郎 和光経済（和光大学）40

巻 2.3号 

国際財務報告の潮流と日本の対応 

石井 明 ビジネス情報学部紀要（上

武大学）6巻3号 

ＩＡＳ／ＩＦＲＳの会計目的観と資産認

識基準の一貫性に関する一考察 

千葉啓司 千葉商大論叢（千葉商科大

学）45巻 3号 

耐用年数の再検討(2) 

谷川喜美江 千葉商大論叢（千葉商科

大学） 45巻 3号 

監査に関するＥＵの動向 －監査の同等

性評価と日本への影響－  

土屋和之 千葉商大論叢（千葉商科大

学）45巻 3号 

包括利益に関する実証研究の動向 

安部由佳里 関西学院商学研究（関西

学院大学）59号 

中国研究開発費に関する会計基準 －新

旧会計準則の比較－ 

譚 大鵬 関西学院商学研究（関西学

院大学）59号 

直接原価計算と外部報告 －制度化への

挑戦－  

高橋 賢 

「原価計算基準」の歴史的考察 －「多

目的型原価計算基準」の生成－ 

高橋史安 

制度としての管理会計 －コントローラ

－制度の導入を巡って－  

籏本智之 

会計制度とエンティティ概念 

村田英治 

会計、その神話の崩壊（5） 

田中茂次 

有形固定資産の再評価会計と減損会計 

－会計学上の意味の違いを中心として

－ 

岡﨑英一 

時価会計が日本の社会を変える 

岡部 滋 

減損会計と不動産市場の効率性 －正味

売却価額の信頼性について－ 

孔 炳龍 

国際税務の当面する諸問題 

矢内一好 

企業統治のための仕組みとしての会計シ

ステム －複雑な企業組織における管

理・会計システムの役割－ 

浅田孝幸 

監査役の内部統制監査における内部監査

人の活用 

土田義憲 

財産法と損益法の系譜 －商法第 32

条・新会社法第431条「公正なる会計

慣行」と正規の簿記の原則－ 

足立典照 

（以上 12 件、経理研究（中央大学）51

号） 

取得原価主義会計論の理論構築の在り方

をめぐって（4） 

笠井昭次 三田商学研究（慶應義塾大

学）50巻 5号 

リース・オンバランス化の論理と現行基

準の問題点 

加藤久明 

財務諸表４点の意義と構造 

柴 健次 

公会計における財務報告の目的に関する

一考察  

清水涼子 

ＥＵ同等性評価と会計基準のコンバ－ジ

ェンス  

松尾聿正 

高リスク財務諸表の監査 

松本祥尚 

地方公会計制度のあり方について 

宗岡 徹 

（以上6件、現代社会と会計（関西大学）

2号） 

国際財務報告の潮流と日本の対応 

石井 明 ビジネス情報学部紀要（上

武大学）6巻3号 

ＩＡＳ／ＩＦＲＳの会計目的観と資産認

識基準の一貫性に関する一考察 

千葉啓司 千葉商大論叢（千葉商科大

学）45巻 3号 

耐用年数の再検討(2) 

谷川喜美江 千葉商大論叢（千葉商科

大学） 45巻 3号 

「株主資本等変動計算書」について 

枡岡源一郎 千葉商大論叢（千葉商科

大学） 45巻 3号 

監査に関するＥＵの動向 －監査の同等

性評価と日本への影響－ 

土屋和之 千葉商大論叢（千葉商科大

学）45巻 3号 

監査人の外観的独立性の観察可能性 －

非監査業務の同時提供の禁止－ 

伊藤公一 追手門経営論集（追手門学

院大学）13巻 2号 

米国における無形資産概念の基礎形成期

に関する研究 －現在の制度会計に関

連して－ 

木下貴博 立教経済学研究（立教大学）

61巻 4号 

財務諸表監査におけるビジネス・リス

ク・アプローチの具体的適用とその特

徴 

小澤康裕 立教経済学研究（立教大学）

61巻 4号 

内部監査の機能的展開 

友杉芳正 

戦時統制経済下の企業内部監査態勢 

津田秀雄 

持続可能性報告書の保証にかかるヨーロ

ッパ会計士連盟（ＦＥＥ）のステート

メントの意義と内容 

伊豫田隆俊 

社外監査役の担い手としての公認会計士 

古田清和 

『中小会社会計指針』の制度的意義と課

題 

川﨑照行 

ソフト会計情報の監査 

池田公司 

（以上6件、甲南会計研究（甲南大学）2

号） 

ベルギー会計制度の研究(4) －資産・負

債要素の内容と貸借対照表価額(3)－ 

斉藤照雄 経済研究（成城大学）179

号 

減損会計と低価基準の整合性 －減損会

計研究の一齣として－ 

伊東良子 経済研究（成城大学）180

号 

連結財務諸表における少数株主持分の表

示をめぐる変遷 －文献レビューと国

際的な会計基準の動向－ 

上田普一 経済研究（成城大学）180

号 


