
 

 

受入図書資料（228） 

(*)印は寄贈図書 

(-)印は移管図書 

 

 

[会計・監査] 

株式上場マニュアル 

 新日本有限責任監査法人 事業開発部 

編 税務研究会出版局(*) 

内部統制時代の役員責任 

鳥飼重和、青戸理成 著 商事法務(*) 

実務家のための新公益法人の移行手続と

会計・税務 

中田ちず子 著 税務研究会出版局(-) 

公益法人の税務と会計 新公益法人会計

基準への実務対応（三訂版） 

都井清史 著 税務研究会出版局(-) 

税効果会計の実務がわかる本（二訂版） 

吉木伸彦、木村為義、福田武彦 著 税

務研究会出版局(-) 

現代のディスクロージャー 市場と経営

を革新する 

柴 健次、須田一幸、薄井 彰 編著 中

央経済社(-) 

目からウロコの公益法人 制度・会計・税

務 99問 99問 

中村元彦、中村友理香、寺内正幸 著 

税務経理協会(*)  

Ｑ＆Ａ 企業再編のための合併・分割・株

式交換等の実務 その法律・会計・税務

のすべて（平成20年 11月改訂） 

澤田眞史 監修 仰星監査法人 編著 

清文社(*) 

自治体の会計・監査・連結経営ハンドブ

ック 財政健全化法制の完全解説 

鈴木 豊 著 中央経済社(*) 

最新会計基準入門 

クリフィックス税理士法人 著 アス

ペクト(*) 

監査実務指針ハンドブック 平成21年版 

日本公認会計士協会 編 中央経済社 

上場企業監査人・監査報酬白書 2009 年

版 

監査人・監査報酬問題研究会 編著 日

本公認会計士協会出版局 清文社 

 

[税務] 

移転価格の経済分析 超過利益の帰属と

産業別無形資産の価値評価 

ＮＥＲＡエコノミックコンサルティン

グ 編 中央経済社(*) 

問答式 法人税事例選集（平成 20 年 10

月改訂） 

森田政夫 著 清文社(*) 

 

[経営] 

事業ライフサイクル別でみる 創る・守

る・活かす！ 知的資産経営 

三代まり子、西原直 共著 太田達也 監

修 税務研究会出版局(*) 

コーポレートガバナンスの政治経済学 

ピーター・A・ゴルヴィッチ、ジェーム

ス・シン 著 林 良造 監訳 中央経済

社(-) 

 

[その他] 

全国大学一覧（平成20年度） 

大学教育研究会 監修 文教協会 

大韓民国法概説 

李 範燦、石井文廣 編著 成文堂(*) 

会社四季報（2009年第1集）新春号 

東洋経済新報社 編・発行 

 

 

 

 

学内機関誌から（228） 

-論題紹介- 

 

 

 

複式簿記会計への進化 －17 世紀から

19世紀までの単式簿記と複式簿記－ 

土方 久 商学論集（西南学院大学）54

巻 3号 

16 世紀から 18 世紀までにドイツに出版

される簿記の印刷本の目録 

土方 久 商学論集（西南学院大学）54

巻 3号 

保守主義の原則についての一考察 －棚

卸資産の評価について－ 

孔 炳龍 駿河台経済論集（駿河台大

学）17巻 1号 

研究開発費に関する一考察 －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 1号 

ショート・ウインドウにおける連結情報

と単体情報の株価関連性 

山形武裕 佐賀大学経済論集 40巻 3

号 

中国会計基準のグローバル化への取り組

み 

山下寿文 佐賀大学経済論集 40巻 2

号 

企業結合会計の日米比較 

増村紀子 大阪経大論集（大阪経済大

学）58巻 5号 

マテリアルフローコスト会計の継続的導

入に向けての課題と対応 

國部克彦 国民経済雑誌（神戸大学）

196巻 5号 

トヨタの連結財務諸表（ＳＥＣ基準によ

る）における販売金融情報の役割とそ

の関連の財務分析（下） 

末政芳信 関西大学商学論集 52巻 5

号 

 

取得原価主義会計論の理論構築の在り方

をめぐって（２） 

笠井昭次 三田商学研究（慶應義塾大

学）50巻 2号 

減損会計基準と財務情報の信頼性 

向 伊知郎 経営管理研究所紀要（愛知

学院大学）14号 

フランス連結会計基準の国際的調和（14） 

大下勇二 経営志林（法政大学）44巻

3号 

実効税率に対する株式市場の評価 

米谷健司 山口経済学雑誌（山口大学）

57巻 3号 

米国病院における伝統的な原価計算プロ

セス 

浅川哲郎 商経論叢（九州産業大学）

49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（３）

－ 

大岩利依子 商学討究（小樽商科大学）

59巻 1号 

未確定事項の事例研究－日本の事例を中

心にして－ 

坂柳 明 商学討究（小樽商科大学）59

巻 1号 

知的資本と会計的測定 

大野俊雄 経営学論集（神戸学院大学）

5巻1号 

管理会計のレピュテーション・マネジメ

ントと行政の信頼性 

大西淳也 信州大学経済学論集（信州

大学）59号 

取得法の意義に関する一考察（３）－Ｓ

ＦＡＳ141（Ｒ）に対する評価－ 

金田堅太郎 商学研究（久留米大学）

14巻 1号 

ＧＭ社における内部振替価格制度の生成

に関する一考察 

高梠真一 商学研究（久留米大学）14

巻 1号 

インベスター・リレーションズと適時情

報開示 

伊藤 祐 商学研究（久留米大学）14

巻 2号 

簿記会計における情報教育研究 

小倉康三 企業情報学研究（大阪学院

大学）8巻1号 

租税回避否認規定の提案と問題点（１） 

酒井克彦 税大ジャーナル（税務大学

校）9号 

無償取引に関する法人税法上の解釈につ

いて－「適正所得算出説」と「無限定

説」の正当性の検証－ 

藤巻一男 税大ジャーナル（税務大学

校）9号 

タックス・ヘイブン税制の現在的意義に

ついて 

小島俊朗 税大ジャーナル（税務大学

校）9号 



租税法規における遡及立法の問題 

佐藤謙一 税大ジャーナル（税務大学

校）9号 

シャウプ勧告の再考 

神川和久 税大ジャーナル（税務大学

校）9号 

暖簾の会計における理論的議論の確立：

20世紀初頭のイギリスを中心に 

清水泰洋 国民経済雑誌（神戸大学）

198巻 4号 

時代の転換期における経営財務に関する

一考察 

中垣 昇 中京経営研究（中京大学）18

巻 1号 

非財務情報の開示とＥＢＲの役割 

溝口周二 

土壌汚染問題と会計に関する考察 

八木裕之 

コジオール収支的貸借対照表論の検討－

運動貸借対照表論の視点から－ 

齋藤真哉 

製造間接費のアクティビティへの配賦に

関する一考察 

中村博之 

虚偽表示の評価段階における重要性判断

研究 

前山政之 

簿記教育上の諸問題－Ｂｏｏｋ－Ｋｅｅ

ｐｉｎｇ Ｔｒｉｖｉａ－ 

原 俊雄 

連結原価と共通費 

高橋 賢 

事業再編会計の準拠枠 

大雄 智 

マクロ環境会計の展開方向－ＳＥＥＡ

1993からＳＥＥＡ2003へ－ 

大森 明 （以上9件、横浜経営研究（横

浜国立大学）29巻 1・2号） 

申告納税制度におけるもう一つの「租税

法律主義と租税公平主義」－「申告納

税法律主義」「申告納税公平主義」概念

について－ 

澤田 正 山口経済学雑誌（山口大学）

57巻 2号 

消費税、資本蓄積、厚生と賦課方式の公

的年金政策 

仲間瑞樹 山口経済学雑誌（山口大学）

57巻 3号 

 


