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学内機関誌から（221）
-論題紹介[会計・監査]
資本政策の考え方と実務の手順
新日本監査法人事業開発部 著 中経
出版(*)
借手のためのリース会計と税務 50 問 50
答（平成 20 年改訂）
ひかり監査法人、ひかり税理士法人
共編 清文社(*)
会計学講義（第 4 版）
醍醐 聰 著 東京大学出版会(*)
社会規範としての会計
瀧田輝己先生還暦記念論文集編集委員
会 編 千倉書房版(*)
ＣＦＯの実務 企業価値向上のための役
割と実践
あずさ監査法人・KPMG 編著 東洋経
済新報社(-)
業務フローとチェックリストでわかる
内部統制と文書化事例
水野行雄 著 新日本法規出版(-)
もっと早く受けてみたかった「会計の授
業」
金児 昭 著 ＰＨＰ文庫(-)
財務会計変遷論
渡辺和夫 著 同文舘出版(-)
多国籍企業の会計 グローバル財務報告
と基準統合
リー・H・ラデボー、シドニー・J・グ
レイ、アーヴィン・L ブラック 著、
小津稚加子 監訳 中央経済社(-)
貸借対照表監査研究
千代田邦夫 著 中央経済社(-)
詳説 リース会計基準
服部 勝 著 税務研究会出版局(-)
銀行経理の実務 [第 7 版]
銀行経理問題研究会 編 金融財政事
情研究会(-)
[その他]
公認会計士 VS 特捜検察
細野祐二 著 日経 BP 社
格付会社の研究 日本の５社の特徴とそ
の比較
黒澤義孝 著 東洋経済新報社(-)
最近の粉飾 その実態と発見法
井端和男 著 税務経理協会(-)
日本経済新聞縮刷版（2008年3、4月号）
日本経済新聞社 編・発行
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英国企業結合会計の展開と公開草案第４
８号の公表 −初代基準の公表段階か
らその改訂段階へ−
田中延幸 流通・経営科学論集（大阪
学院大学）33 巻 3 号
フランス連結会計基準の国際的調和(15)
大下勇二 経営志林（法政大学）45 巻
1号
財務諸表分析の新展開−投資利益分析−
石内孔治
取得法の意義に関する一考察(2)
金田堅太郎
不良債権処理先送りの合理性
塚崎公義
財務諸表分析の新展開 −財務安全性分
析−
石内孔治
監査人のエージェンシー問題と独立性
異島須賀子
ＳＦＡＳ141「企業結合（改訂版）
」の意
義と特徴
金田堅太郎
（以上６件、商学研究（久留米大学）13
巻 4 号）
監査制度デザインの基礎 −会計監査の
生成と監査人の独立性−
加藤達彦 明大商学論集（明治大学）
90 巻 1 号
修繕引当金の見積りと監査判断に関する
実験的研究
中野雅史 明大商学論集（明治大学）
90 巻 4 号
法人税法における金銭債権の消滅に関す
る研究 −「興銀事件」を参考事例と
して−
加藤雅子
同族会社に対する税務上の取り扱いに関
する一考察 −会社法の改正による取
り扱いを中心として−
金子浩也号
相続税法における課税上の財産評価時に
関する研究について
野口さやか
中国家電企業のグローバル戦略の構築
−多国籍企業に学ぶ−
宋 爽
ストック・オプションの所得税法上の取
扱いに関する研究
山村拓司
適格合併等における決損金の繰越控除の
制限及び緩和に関する一考察

柳原千秋
所得税法第 51 条第２項に規定する貸倒
損失についての研究 −事業妥当性と
事実認定、帰属時期についての解釈に
焦点を当てて−
池田知義
法人税法第 37 条における寄附金の範囲
についての一考察 −子会社等に対す
る支援行為に着目して−
片岡健太郎
消費税法の仕入税額控除に関する研究
−消費税法第 30 条第７項を中心に−
黒田泰弘
（以上９件、経済学年雑誌（帝京大学）
16 号）
資本制度を変質した会社法と税制上の対
応 −会社法制の立法形成分析と構造
的欠陥の検証−
富岡幸雄 商学論纂（中央大学）49 巻
1.2 号
損益計算書の利益と貸借対照表の利益
−期間損益計算におけるその一致の必
然性について−
大野功一
企業結合会計における支配概念の再検
馬上 望
会計理論の変化とその方向 −資産評価
と利益概念を中心に−
石川鉄郎
事業分離会計の理論的基礎 −投資の継
続・清算と支配の概念をめぐって−
梅原秀継
銀行の不良債権処理に関する会計基準の
変遷 −昭和 55 年から平成 7 年まで−
児嶋 隆
（以上５件、商学論纂（中央大学）49 巻
3.4 号）
所得税法 157 条における同族会社の行為
否認規定についての一考察（２・完）
菱沼公嗣／柿本国弘 岐阜経済大学論
集（岐阜経済大学）41 巻 3 号
「内的な整合性」からみた日本版『概念
フレームワーク』の特徴と問題点
美馬武千代 商学論集（福島大学）76
巻3号
ベンチャー企業のリスク測定に関する一
考察 −株価変化率と会計数値との関
係を中心として−
松本峯治 商学論集（福島大学）76 巻
3号
キャッシュ・フロー構成比分解分析の論
理と実践 −直接法情報の有効活用に
向けて−
佐藤 靖 商学論集（福島大学）76 巻
3号
基金会計概念の起源と複式貸借対照表
−Cleveland 学説の検討−
吉田智也 商学論集（福島大学）76 巻
4号
リース会計における外延的接近と内包的

接近 −使用権モデルにおける当初認
識時点の検討−
佐藤 恵 商学論集（福島大学）76 巻
4号
資産の分類に関する覚書
村田英治 商学論集（福島大学）76 巻
4号

