受入図書資料（254）
(*)印は寄贈図書
(‑)印は移管図書

[会計・監査]
企業不動産の会計と環境‑IFRS 時代の
CRE のために‑
山本 卓 著 創成社（*）
学校法人会計のすべて‑会計基準と税務
の詳解‑
齋藤力夫、伊藤嘉基 編著 税務経理
協会（*）
ネットワーク社会の税務・会計
河﨑照行 編著 税務経理協会（*）
そうだったのか！ キャッシュ・フロー計
算書のつくり方 第２版
藤原道夫 著 中央経済社（*）
過年度遡及処理の会計・法務・税務
新日本有限責任監査法人・森・濱田松
本法律事務所・新日本ｱｰﾝｽﾄ ｱﾝﾄﾞ ﾔﾝｸﾞ
税理士法人 編 中央経済社（*）
業種別会計実務ガイドブック
新日本有限責任監査法人 編 税務研
究会出版局（*）
財務会計理論 （七訂版） 基本テキス
ト・シリーズ
橋本 尚 著 同文舘出版（‑）
会計制度（五訂版） 基本テキスト・シ
リーズ
山地 範明 著 同文舘出版（‑）
日本型/世界に広がる 超やさしい財務会
計
金児 昭 著 税務経理協会（‑）
非営利法人会計監査六法（平成 23 年版）
日本公認会計士協会 編 日本公認会
計士協会出版局
学校法人会計監査六法（平成 23 年版）
日本公認会計士協会 編 日本公認会
計士協会出版局
金融会計監査六法（平成 23 年版）
日本公認会計士協会・企業会計基準委
員会 共編 日本公認会計士協会出版
局
会計監査六法（平成 23 年版）
日本公認会計士協会・企業会計基準委
員会 共編 日本公認会計士協会出版
局
女性会計士 20 人 人生の中間決算書
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
[税務]
親子会社の税務詳解
税理士法人みらいｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 編著
清文社（‑）

[その他]
六法全書 １・２（平成 23 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(*)
有価証券報告書の作成実務 第４版
新日本有限責任監査法人 編 中央経
済社(*)
設例でわかる 包括利益計算書のつくり
方
新日本有限責任監査法人 編 中央経
済社(*)
会社法計算書の読み方・作り方 第５版
計算書類の分析と記載例
新日本有限責任監査法人 編 中央経
済社(*)
上場会社のための第三者割当の実務
武井一浩 監修 山中政人・百々ﾐﾁﾙ・善
家啓文・上田真嗣 著 商事法務(‑)
会社四季報（2011 年第 2 集）春号
東洋経済新報社 編 東洋経済新報社
日本経団連賃金総覧（2011 年版）
日本経団連事務局 編 日本経団連出
版
公認会計士業務資料集 東京 C.P.A. 別
冊 26 号 起業家・ﾍﾞﾝﾁｬｰ企業支援の実務
日本公認会計士協会 東京会 編 日本
公認会計士協会東京会
会社法決算書類の作成と開示実務 第５
版
日本公認会計士協会東京会 編 税務
研究会出版局
起業家・ﾍﾞﾝﾁｬｰ企業 支援の実務
日本公認会計士協会 東京会 編 ぎょ
うせい

学内機関誌から（254）
‑論題紹介‑

新株予約権に関する検討−包括利益計算
に関連づけて−
松原沙織 横浜国際社会科学研究(横
浜国立大学) 15 巻第 4 号
国際会計基準の動向に対応する非上場企
業会計基準のあり方−IFRS が中小企業
会計に適用されるか−
平川忠雄 経理研究(中央大学)
第 54 号
わが国における IFRS 会計教育のあり方
橋本 尚 経理研究(中央大学)
第 54 号
内部監査に必要な知識と教育（内部監査
人の教育）
土田義憲 経理研究(中央大学)
第 54 号

環境マネジメントの進展と管理会計
河野正男 経理研究(中央大学)
第 54 号
原価会計：過去から未来へ
尾畑 裕 経理研究(中央大学)
第 54 号
監査計画策定の効果と監査人の全般的な
対応
長吉眞一 会計論叢(明治大学)
第6号
概念フレームワークの変貌
松尾聿正 現代社会と会計(関西大学)
第5号
財務報告と記述情報−イギリスにおける
OFR を手がかりとして−
笹倉淳史 現代社会と会計(関西大学)
第5号
のれん減損情報に対する証券市場の反応
島田奈美 現代社会と会計(関西大学)
第5号
国際監査基準の明確化に伴う関連当事者
取引に係る我が国監査実務への影響
小澤義昭 現代社会と会計(関西大学)
第5号
IASB の公開草案『リース』の概要と現行
基準改定の要点
加藤久明 現代社会と会計(関西大学)
第5号
官民協調スキームの会計処理に係る考察
清水涼子 現代社会と会計(関西大学)
第5号
ビジネスリスク・アプローチにおける高
リスク財務諸表項目の監査
松本祥尚 現代社会と会計(関西大学)
第5号
国立大学と私立大学の会計書類のすり合
わせ
梅田守彦 中京経営研究(中京大学)
20 巻第 1・2 号
ストック・オプション会計への公正価値
基準法一本化に伴う課税ベースの拡大と
繰延税金資産計上機会拡大−SFAS123 号
と SFAS123 号(R)の比較によって−
内田浩徳 同志社商学(同志社大学)
62 巻第 5・6 号
米国会計基準設定におけるルールに基づ
くアプローチと原則に基づくアプローチ
−概念の整理−
滝西敦子 同志社商学(同志社大学)
62 巻第 5・6 号
継続企業の前提に関する開示制度の課題
多賀谷充 会計プロフェッション(青
山学院大学)
わが国における国際財務報告基準
（IFRS）
教育の方向性
橋本 尚 会計プロフェッション(青
山学院大学)

継続企業の前提に係る監査基準の改訂の
影響に関する研究
町田祥弘 会計プロフェッション(青
山学院大学)
確定決算主義の再検討
矢内一好 商学論纂(中央大学)
52 巻第 1・2 号
税制に新たな混迷を招くグループ法人税
制−グループ経営の進展への税制対応は
成功しているか−
富岡幸雄 商学論纂(中央大学)
52 巻第 1・2 号
現代米国税務会計史(1)
矢内一好 商学論纂(中央大学)
52 巻第 3・4 号
現代米国税務会計史(2)
矢内一好 商学論纂(中央大学)
52 巻第 3・4 号
偶発資産認識の会計処理判断プロセス−
Johnson[1994]における Lottery Ticket
ケース を題材にして−
久保淳司 経済学研究(北海道大学)
60 巻第 4 号
有価証券の評価に関する研究−保存目的
別評価の論拠に焦点を当てて−
細谷真史 経済学年誌(帝京大学)
第 19 号
外国親会社から付与されたストック・オ
プションの所得区分に関する一考察
栁沼千恵子 経済学年誌(帝京大学)
第 19 号

