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受入図書資料（244） 
(*)印は寄贈図書 
(-)印は移管図書 

 
 
[会計・監査] 
まなびの入門監査論（新版） 
盛田良久、百合野正博、朴 大栄 編著 
中央経済社(*) 
ＩＦＲＳ・ＩＡＳ（国際財務報告基準・
国際会計基準）徹底解説 計算例と仕訳
例でわかる国際会計基準 
菊谷正人 編著 税務経理協会 (-) 
病院原価計算 医療制度適応への経営改
革 
荒井 耕 著 中央経済社 (-) 
簿記の生成と現代化 
Ｊ．Ｈ．フラマン 著 山本紀生 著訳 
晃洋書房(-) 
財務会計のイノベーション 公正価値・無
形資産・会計の国際化による知の創造 
古賀智敏 編著 中央経済社(-) 
公会計制度の改革 
亀井孝文 著 中央経済社(-) 
会計測定の再評価 
福井義高 著 中央経済社(-) 
知的資本の会計学 コア・コンテンツ会計
と現代ビジネス 
大野俊雄 著 中央経済社 (-) 
公正価値会計の実務 米国ＦＡＳ157 の
総合解説とＩＦＲＳアドプション対応 
金子康則 著 中央経済社(-) 
知的資産の監査 
池田公司 著 中央経済社(-) 
公共性志向の会計学 
石崎忠司、黒川保美 編著 中央経済社
(-) 
契約理論による会計研究 
佐藤紘光 編著 中央経済社(-) 
包括利益の実証研究 
若林公美 著 中央経済社(-) 
企業組織再編の会計戦略 
大倉雄次郎 著 関西大学出版部(-) 
独立行政法人の制度設計と理論 
岡本義朗 著 中央大学出版部(-) 
現代フランス管理会計 会計、コントロー
ル、ガバナンス 
大下丈平 著 中央経済社(-) 
会計情報伝達論 会計基準設定の構造と
収斂 
高橋和幸 著 創成社(-) 
コーポレート・ファイナンス理論と管理
会計 ＶＢＭの新たな展開 
大西 淳 著 京都大学学術出版会(-) 
資産除去債務の実務 対象債務の抽出と
会計処理 
新日本有限責任監査法人、日本不動産
研究所 編著 中央経済社(*) 

図解ＩＦＲＳ早わかり 
新日本有限責任監査法人アドバイザリ
ーサービス部 著 中経出版(*) 
棚卸資産の会計・税務Ｑ＆Ａ 
新日本有限責任監査法人 編著 中央
経済社(*) 
 
[税務] 
中国進出企業の移転価格税制対策 
亀井廉幸 著 中央経済社(-) 
租税回避行為の解明 グローバルな視点
からの分析と提言 
松田直樹 著 ぎょうせい(-) 
税を直す 
立岩真也 著 青土社(-) 
税務に強い会社は成長する!! 
澤村淑郎、畑中孝介 著 大蔵財務協会
(-) 
 
[経営] 
企業価値評価の実務（新版） 
枡谷克悦 著 清文社(-) 
日本のものづくりと経営学 現場からの
考察 
鈴木良始、那須野公人 編著 ミネルヴ
ァ書房(-) 
解説 企業経営学 
藤芳明人 著 学文社(-) 
経営組織論 理論と実際 
石塚 浩 著 創成社(-) 
現場で役立つＭ＆Ａの勘どころ 戦略策
定からデューデリジェンスまで 
小林一郎 著 中央経済社(-) 
経営管理の思想と理論 企業、システム、
持続可能性 
鈴木幸毅、今井清文、池内守厚 著 税
務経理協会(-) 
ビジネス・イノベーション・システム 能
力・組織・競争 
土井教之 編著 日本評論社(-) 
複雑性の科学の原理 企業や社会を劇的
に変える方法論 
唐沢昌敬 著 慶應義塾大学出版会(-) 
企業経営とリスクマネジメントの新潮流 
上田和勇 編著 白桃書房(-) 
最新ＣＳＲ事情 共存を考える企業の責
任と貢献 
末吉竹二郎 著 泰文堂(-) 
１からの戦略論 
嶋口充輝、内田和成、黒岩健一郎 編著 
碩学社(-) 
企業の社会的責任経営 ＣＳＲと国連グ
ローバル・コンパクトの可能性 
江橋 崇 編著 法政大学出版局(-) 
コーポレート・ガバナンスと経営学 グロ
ーバリゼーション下の変化と多様性 
海道ノブチカ、風間信隆 編著 ミネル
ヴァ書房(-) 
グローバル戦略の進化 日本企業のトラ
ンスナショナル化プロセス 

椙山泰生 著 有斐閣(-) 
日本と中国の現代企業経営 
宮脇敏哉、山田啓一 編著 八千代出版
(-) 
技術連携の経済分析 中小企業の企業間
共同研究開発と産学官連携 
岡室博之 著 同友館(-) 
戦いの論理と競争の論理 企業と国家の
ニューパラダイム 
三代憲良 著 芙蓉書房出版(-) 
知的財産の経済・経営分析入門 特許技
術・研究開発の経済的・経営的価値評
価 
石井康之 著 白桃書房(-) 
企業戦略論の系譜と展開 
高橋俊夫 著 中央経済社(-) 
現代企業の情報戦略と企業変容 
税所哲郎 著 白桃書房(-) 
日本企業のバリュエーション 資本市場
における経営行動分析 
中野 誠、野間幹晴 編著 中央経済社
(-) 
 
[その他] 
分権的地方財源システム 
内山 昭 著 法律文化社(-) 
保険法解説 生命保険・傷害疾病定額保険 
山下友信、米山高生 著 有斐閣(*) 
公認会計士・監査審査会の活動状況（平
成22年 5月） 
公認会計士・監査審査会 編・発行(*) 
六法全書 １・２（平成22年版） 
江頭憲治郎、小早川光郎、西田典之、
高橋広志、能見善久 編集代表 有斐閣 
Ｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｃｅ 第41回研究
大会記録（平成22年 1月 23日） 
日本公認会計士協会近畿会 編 日本
公認会計士協会 近畿会・東海会・北陸
会・京滋会・兵庫会 
 
 
 

学内機関誌から（244） 
-論題紹介- 

 
 
 
会計測定における信頼性と正確性の関係 
濱田崇嘉 経営学論集(龍谷大学) 49
巻第2号 
財務諸表の表示に関する新たな提案－Ｉ
ＡＳＢ・ＦＡＳＢの「討議資料」にお
ける諸提案について－ 
藤木潤司 経営学論集(龍谷大学) 49
巻第2号 
二元的資本計算の可能性 
野口晃弘 会計学研究(日本大学) 第
24号 
ＩＦＲＳ初度適用の純利益および資本に
与える影響－欧州企業に関する先行研
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究を中心として－ 
林 健治 会計学研究(日本大学) 第
24号 
マネジメント・コントロール概念の再検
討 
新江 孝 会計学研究(日本大学) 第
24号 
ゴーイング・コンサーン情報開示制度の
課題－平成 21 年制度改正における問
題を中心に－ 
濱本 明 会計学研究(日本大学) 第
24号 
学校法人会計基準に関する一考察－国立
大学法人会計基準との比較において－ 
林 雅之、小野田晴美 金沢星稜大学論
集(金沢星稜大学) 43巻第2号 
外国企業の作成した有価証券報告書の分
析－ＩＦＲＳに準拠した財務諸表を中
心として－ 
中西倭夫 甲南会計研究(甲南大学) 4
号 
継続企業の実例分析 
古田清和 甲南会計研究(甲南大学) 4
号 
企業買収ルールと少数株主利益 
飯島裕胤、家田 崇 甲南会計研究(甲
南大学) 4号 
財務会計におけるリスク概念の考察 
福島 隆 国学院経済学(国学院大学) 
58巻第2号 
 


