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受入図書資料（232） 
(*)印は寄贈図書 
(-)印は移管図書 

 
 
[会計・監査] 
会社法の会計実務・税務実務のポイント 
武内 正 著 三菱ＵＦＪリサーチ＆コ
ンサルティング(*) 
金融商品会計・税務のポイント解説Ｑ＆
Ａ（三訂版） 
武内 正 著 三菱ＵＦＪリサーチ＆コ
ンサルティング 編集・発行(*) 
有価証券報告書の作成要領（平成21年 3
月期提出用） 
財務会計基準機構（ＦＡＳＦ） 編・発
行(*) 
地方自治体の財政健全化指標の算定と活
用 
鈴木 豊 著 大蔵財務協会(*) 
有価証券報告書作成の手引き（平成 21
年版） 連結財務諸表を作成している会
社用／同連結財務諸表を作成していな
い会社用／同早期適用編（連結財務諸
表を作成している会社・作成していな
い会社共通） 
プロネクサス 編 ディスクロージャー
実務研究会 プロネクサス(*) 
現代監査ＮＯ.19 
日本監査研究学会 編 同文舘出版(*) 
学校法人の会計実務詳解 第３版 
新日本有限責任監査法人 編 中央経
済社(*) 
医療法人の会計と税務（六訂版） 
杉山幹夫、石井孝宜、五十嵐邦彦 著 
同文舘出版(*) 
世界が変わる日本も動く 会計コンバー
ジェンスのしくみ 
長谷川茂男 著 中央経済社(-) 
「原価計算」見直しの実務 現状を打破し、
足元を固める 
ベリングポイント 編 川野克典、藤原
雄樹、平賀龍 著 中央経済社(-) 
不正会計防止プログラム 米国での実務
を中心とした具体策と日本における導
入の必要性 
稲垣浩二 著 税務研究会出版局(-) 
会計の社会言語論的展開 
長谷川 茂 著 森山書店(-) 
会計とは何か 進化する経営と企業統治 
山本昌弘 著 講談社(-) 
ＣＳＲ会計への展望 
倍 和博 著 森山書店(-) 
企業と社会のための経営会計論 環境局
面のみ重視から社会関連全般配慮の経
営会計への展開 
柳田 仁 著 創成社(-) 
アメリカ内部統制論 

小森清久 著 白桃書房(-) 
事業継続能力監査と倒産予測モデル 
高田敏文 編著 同文舘出版(-) 
会計規制と国家責任 ドイツ会計基準委
員会の研究 
木下勝一 著 森山書店(-) 
企業集団の内部統制 実効的システム構
築・運用の手法 
高橋 均 編著 学陽書房(-) 
複式簿記の構造と機能 過去・現在・未来 
中野常男 編著 同文舘出版(-) 
会計史への道 一つの覚書 
平林喜博 著 関西学院大学出版会(-) 
ＥＵ・ドイツの会計制度改革 ＩＡＳ/Ｉ
ＦＲＳの承認と監視のメカニズム 
佐藤誠二 編著 森山書店(-) 
会計制度の設計 
須田一幸 編著 白桃書房(-) 
「日本型」会計規制の変遷 
久保田秀樹 著 中央経済社(-) 
財務情報の利用可能性と簿記・会計の理
論 
新田忠誓、坂上 学 編著 森山書店(-) 
環境財務会計論 
植田敦紀 著 森山書店(-) 
アドバンスト財務会計 理論と実証分析 
大日方 隆 著 中央経済社(-) 
歴史から学ぶ会計 
渡邉 泉 著 同文舘出版(-) 
会計と世界観 
高橋宏明 著 朱鳥社(-) 
退職給付会計情報の分析 
吉田和生 著 中央経済社(-) 
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(-) 
銀行監督と外部監査の連携 我が国金融
環境の変化、各国制度の比較等を踏ま
えて 
越智信仁 著 日本評論社(-) 
企業会計情報の評価 社会的信頼性の観
点から 
中野 勲 著 中央経済社(-) 
直接原価計算論発達史 米国における史
的展開と現代的意義 
高橋 賢 著 中央経済社(-) 
現代会計の諸相 言語・物語・演劇 
青柳文司 著 多賀出版(-) 
監査役の役割と監査行動 
鈴木進一 著 商事法務(-) 
会社別「監査報酬」総覧（第２版） 
税務研究会 編 税務研究会出版局 
Ｑ＆Ａ工事契約会計の実務ガイド 
あずさ監査法人 編 中央経済社(-) 
退職給付制度再編における企業行動 会
計基準が与えた影響の総合的分析 
上野雄史 著 中央経済社(-) 
財務報告に係る内部統制の評価 実務ガ
イド 
南泉充秀、宮本由美子 著 清文社(-) 

会社法計算書類作成ハンドブック 第３
版 
監査法人トーマツ 編 中央経済社(-) 
新結合会計対応 会社合併の会計と税務 
都築 敏 編著 新日本法規出版(-) 
有価証券報告書・四半期報告書の記載事
例分析 平成21年版 
監査法人トーマツ トーマツリサーチ
センター 編 商事法務(-) 
新版スタンダード監査論（第３版） 
友杉芳正 著 中央経済社(-) 
会計専門職のための基礎講座 
柴 健次 編著 同文舘出版(-) 
内部監査（四訂版） 
松井隆幸 著 同文舘出版(-) 
会計基準（新訂版） 
小林秀行 著 同文舘出版(-) 
ＩＦＲＳ（国際財務報告基準）と引当金
会計 
平松一夫、日本公認会計士協会兵庫会 
監修 谷 保廣 編著 清文社 
会計基準のコンバージェンス アドプシ
ョンに向けて 
日本公認会計士協会東京会 編 税務
経理協会 
公認会計士業務資料集 東京Ｃ.Ｐ.Ａ. 
別冊24号 会計基準のコンバージェン
ス～アドプションに向けて～ 
日本公認会計士協会東京会 編・発行 
 
[税務] 
日本所得税発達史 所得税改革の発展と
歴史 創設期から現在まで 
高木勝一 著 ぎょうせい(-) 
税制改革 
菊谷正人 著 税務経理協会(-) 
国際租税法の新たな潮流 租税法研究第
36号 
租税法学会 編 有斐閣(-) 
租税法の解釈と展開（１） 
山田二郎 著 信山社出版(-) 
税制改革の渦中にあって 
石 弘光 著 岩波書店(-) 
租税法と税制 現状と改革課題 
井上徹二 著 創成社(-) 
外国税額控除の理論と実際 
矢内一好、高山政信 著 同文舘出版
(-) 
租税法重要判例解説（２） 山田二郎著作
集Ⅳ 
山田二郎 著 信山社出版(-) 
不良資産処分による事業承継対策 
福島朋亮、佐藤信祐 著 清文社(-) 
租税法の基本問題 
金子 宏 編 有斐閣(-) 
リーガルマインド租税法 
増田英敏 著 成文堂(-) 
知的財産をめぐる国際税務 
髙久隆太 著 大蔵財務協会(-) 
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現代税制改革史 終戦からバブル崩壊ま
で 
石 弘光 著 東洋経済新報社(-) 
要説所得税法（平成20年度版） 
野水鶴雄 著 税務経理協会 
圧縮記帳（第６版補訂版） 税務処理・申
告・調査対象 
日本税理士会連合会 編 青葉金郷 著
中央経済社 
ソフトウェアの法人税実務（三訂増補版） 
自閑博巳 著 税務研究会出版局(-) 
 
[経営] 
経営意思決定の原点 
清水勝彦 著 日経ＢＰ社(-) 
逆説の経営学 成功・失敗・革新 
寺岡 寛 著 税務経理協会(-) 
企業価値講義 
青松英男 著 日本経済新聞出版社(-) 
経営者利益予測情報論 
孔 炳龍 著 森山書店(-) 
経営戦略・事業戦略を成功に導く オペレ
ーション・マネジメントの方法 
佐藤勝尚 著 日科技連出版社(-) 
経営の美学 日本企業の新しい型と理を
求めて 
野中郁次郎、嶋口充輝、価値創造フォ
ーラム 21 著 日本経済新聞出版社
(-) 
企業永続論 永続発展する会社の条件 
佐々木 直 著 中央経済社(-) 
企業の責任・統治・再生 国際比較の視点 
菊池敏夫、平田光弘、厚東偉介 編著 
文眞堂(-) 
日本企業の経営革新 事業再構築のマネ
ジメント 
今口忠政、李 新建、申 美花 著 慶應
義塾大学出版会(-) 
新規開業企業の成長と撤退 
樋口美雄、村上義昭、鈴木正明 編著 
勁草書房(-) 
イノベーション創発の戦略経営論 環境
認識・トリガーの特定・トリガーの戦
略化 
森 俊也 著 創成社(-) 
組織能力と企業経営 戦略・技術・組織へ
のアプローチ 
橋本輝彦、岩谷昌樹 編著 晃洋書房
(-) 
技術経営の探究 地域産業の活性化と技
術の再認識のために 
西﨑雅仁、竹内貞雄 編著 晃洋書房
(-) 
日本の中小企業 ＣＲＤデータに見る経
営と財務の実像 
鹿野嘉昭 著 東洋経済新報社(-) 
情報化戦略の進化とコスト・マネジメン
ト 
溝口周二 著 税務経理協会(-) 
 

戦略的イノベーション経営の潮流 現代
経営学講座Ⅱ 
岡田広司 編著 あるむ(-) 
国際経営論の基礎 
五味紀男、安田賢憲 編著 文眞堂(-) 
現代社会における産業経営学のフロンテ
ィア 
東京農業大学産業経営学科 編著 学
文社(-) 
企業社会責任の研究 
鈴木幸毅、百田義治 編著 中央経済社
(-) 
現場視点の経営学 〈行為→意味→行為〉
サイクルと身体性 
牧野丹奈子 著 晃洋書房(-) 
経営者自己統治論 社会に信頼される企
業の形成 
平田光弘 著 中央経済社(-) 
中小企業存立論 経営の課題と政策の行
方 
佐竹隆幸 著 ミネルヴァ書房(-) 
戦略学 立体的戦略の原理 
菊澤研宗 著 ダイヤモンド社(-) 
グローバル人的資源管理論 「規範的統
合」と「制度的統合」による人材マネ
ジメント 
古沢昌之 著 白桃書房(-) 
ＱＯＥ[利益の質]分析 
一ノ宮士郎 著 中央経済社(-) 
 
[その他] 
倒産・再生再編六法 2009年版 判例・通
達・ガイドライン付 
伊藤 眞、多比羅 誠、須藤英章 編集代
表 民事法研究会(-) 
企業不正対策ハンドブック 防止と発見 
第２版 
ジョセフ・T・ウェルズ 著 八田進二、
藤沼亜起 監訳 第一法規(-) 
六十年史 日本公認会計士協会 近畿会 
日本公認会計士協会 近畿会 60 周年
事業特別委員会記念誌小委員会 編・発
行 
 
 
 
 

学内機関誌から（232） 
-論題紹介- 

 
 
 
内部統制報告制度の適用初年度の課題 
町田祥弘 経営・会計研究（東北学院
大学）16号 
公正価値会計に関する一考察－ＳＦＡＳ
第157号の概要と影響－ 
石井 明 ビジネス情報学部紀要（上武
大学）7巻1号 
日本の中小企業におけるＣＳＲに関する

一考察 
八木孝幸 ビジネス情報学部紀要（上
武大学）7巻1号 
ホテル業における活動基準会計－意思決
定情報としての顧客収益性分析の視点
から－ 
広原雄二 ビジネス情報学部紀要（上
武大学）7巻2号 
未履行契約とリース会計－その歴史的変
遷とＧ４＋１基準案－ 
石井 明 ビジネス情報学部紀要（上武
大学）7巻2号 
架空取引とリスク・アプローチ監査 
安田 忍 南山経営研究（南山大学）23
巻 3号 
コーポレート・ガバナンスにおける財務
諸表監査に関する考察－歴史・制度・
実証の視点からの研究方向の可能性－ 
佐久間義浩 富士大学紀要（富士大学）
41巻 2号 
企業結合会計の論点と課題に関する考察
－企業結合会計「のれん」償却問題等
とグローバル・ファイナンス市場動向
を中心に－ 
濱田弘樹 社会科学研究（釧路公立大
学）21号 
課税と社会的費用 
川瀬雄也 経済学研究（北海道大学）
58巻 4号 
排出量取引の会計処理におけるオンバラ
ンスの論理－キャップ＆トレード型の
無償割当の会計的認識と測定から－ 
大橋慶士 経済研究（静岡大学）13巻
4号 
資産負債中心観と収益費用中心観 
市川紀子 駿河台経済論集（駿河台大
学）18巻 2号 
公正価値会計としての時価会計－資産負
債アプローチ－ 
孔 炳龍 駿河台経済論集（駿河台大
学）18巻 2号 
ＲＢＶの環境経営分析への適用可能性 
高垣行男 駿河台経済論集（駿河台大
学）18巻 2号 
利益の質に関する一考察－アメリカ研究
開発費会計とソフトウェア会計を通じ
て－ 
中村恒彦 経済経営論集（桃山学院大
学）50巻 4号 
ドイツ貸借対照表法現代化法案の特質 
五十嵐邦正 商学集志（日本大学）78
巻 4号 
包括利益とクリーン・サープラス－遡及
適用が及ぼす影響－ 
安部由佳理 関西学院商学研究（関西
学院大学）60号 
研究開発投資と企業の財務特性 
譚 鵬 関西学院商学研究（関西学院大
学）60号 
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大正末期における兼松商店の会計帳簿改
革 
山地秀俊、藤村聡 国民経済雑誌（神
戸大学）199巻 2号 
減損損失の公表が廃棄オプションの引き
金になっているか？ 
田澤宗祐 追手門経営論集（追手門学
院大学）14巻 2号 
組織再編の会計と税務－吸収合併を中心
として－ 
田淵正信 追手門経営論集（追手門学
院大学）14巻 2号 
ドイツ会計制度とコーポレート・ガバナ
ンス 
五十嵐邦正 会計学研究（日本大学）
23号 
戦略的コスト・マネジメント概念の検討
－その問題意識と課題－ 
新江 孝 会計学研究（日本大学）23
号 
連結納税制度における税額配分 
藤井 誠 会計学研究（日本大学）23
号 
 
 


