
 
 

受入図書資料（255） 
(*)印は寄贈図書 
(-)印は移管図書 

 
 
[会計・監査] 
インドの会計・税務・法務Q&A 
新日本有限責任監査法人・新日本ｱｰﾝｽ
ﾄ ｱﾝﾄﾞ ﾔﾝｸﾞ税理士法人 編 税務経理
協会（*） 
学校法人会計入門 第５版 
 新日本有限責任監査法人 編  税務経
理協会（*） 
仕訳処理完全ガイド 
 新日本有限責任監査法人 編  第一法
規（*） 
ポイント制度の会計と税務 -カスタマ
ー・ロイヤルティ・プログラムのすべて- 
 新日本有限責任監査法人 編  税務経
理協会（*） 
会計監査論 
 岩﨑健久 著  税務経理協会（*） 
取締役・監査役必携 株主総会の財務会計
に関する想定問答（平成２３年版） 
 太田達也・鳥飼重和 著  清文社（*） 
平成２３年３月期に完全対応 最新会計
基準と決算実務の留意点 
 新日本有限責任監査法人 編著  清文
社（*） 
ベトナムの会計・税務・法務Q&A 
 新日本有限責任監査法人 編  税務経
理協会（*） 
生態会計への招待-ｻｽﾃﾅﾋﾞﾘﾃｨ社会のため
の会計-   
河野正男・八木裕之・千葉貴律 編著 森 
山書店（-） 
財務諸表の分析入門   
 落合 稔・石井 明 著 千倉書房（-） 
「財務分析の基本」がすべてわかる本   
 安藤 充 著 秀和システム（-） 
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ経済における経営と会計の研究   
 大倉雄次郎・陶山計介・伊藤健市 編著 
関西大学出版部（-） 
新版 会計ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾝのための原価計算・
管理会計 企業の持続的な成長と発展を
可能にする 
 東海幹夫 著 清文社（-） 
わしづかみｼﾘｰｽﾞ管理会計を学ぶ   
 溝口周二・奥山 茂・田中 弘 著 税務
経理協会（-） 
利益が見える戦略MQ会計   
 西 順一郎 編著 かんき出版（-） 
分析的会計研究-企業会計のﾓﾃﾞﾙ分析-   
 太田康広 編著 中央経済社（-） 
会計領域の拡大と会計概念ﾌﾚｰﾑﾜｰｸ  中
央大学経済研究所研究叢書47 
 河野正男・小口好昭 編著 中央大学出 
版部（-） 

図解 宗教法人の実務 会計と税務 
 治田秀夫 著 戒光祥出版（-） 
特定目的会社TMKの経理実務Q&A   
 萩原栄公認会計士事務所・東銀ﾘｰｽ株式
会社金融ｻｰﾋﾞｽ部・税理士法人ﾌｪﾆｯｸｽ 
編 中央経済社(-) 
しっかりわかる管理会計   
 石上芳男 著 日本能率協会ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｾﾝﾀ
ー（-） 
高田直芳の実践会計講座 原価計算   
 高田直芳 著 日本実業出版（-） 
Q&A証券化SPV 会計・税務の課題と実務
処理 
 野坂照光・藤瀬裕司 編著 清文社(-) 
日米会計基準の比較分析   
 増村紀子 著 中央経済社(-) 
現代日本会計学説批判Ⅰ 評価論に関す
る類型論的検討 
 笠井昭次 著 慶応義塾大学出版会(-) 
現代日本会計学説批判Ⅱ 評価論に関す
る類型論的検討 
 笠井昭次 著 慶応義塾大学出版会(-) 
現代日本会計学説批判Ⅲ 評価論に関す
る類型論的検討 
 笠井昭次 著 慶応義塾大学出版会(-) 
現代日本会計学説批判Ⅳ 評価論に関す
る類型論的検討 
 笠井昭次 著 慶応義塾大学出版会(-) 
企業結合会計基準の形成と展開   
 金田堅太郎 著 森山書店(-) 
財務会計の現代的基盤   
 市川紀子 著 森山書店(-) 
現代監査NO.21   
 日本監査研究学会 編 日本監査研究学
会(-) 
 
[税務] 
租税法 
岩﨑健久 著  税務経理協会（*） 
詳解 外国税額控除制度と申告実務 外国
子会社配当金不算入制度・外国子会社合
算税制との関係及び調整 
 板野佳緒里 著 税務研究会出版局(-) 
国際税務の疑問点   
 渡辺淑夫 編 ぎょうせい(-) 
国際租税訴訟の最前線   
 中里 実・太田 洋・弘中聡浩・宮塚 久 
編著 有斐閣(-) 
公認会計士のための租税法   
 村田守弘 著 千倉書房(-) 
日本の税をどう見直すか   
 土居丈郎 編 日本経済新聞出版社(-) 
ｹｰｽｽﾀﾃﾞｨｲ M&A・組織再編の税務処理   
 廣川昭廣 著 大蔵財務協会(-) 
 
[その他] 
有価証券報告書作成の手引き（平成 23
年版） 連結財務諸表を作成している会社
用 
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(*) 
有価証券報告書作成の手引き（平成 23
年版） 連結財務諸表を作成していない会
社用 
 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(*) 
大阪証券取引所史 第５巻 
 大阪証券取引所 編  大阪証券取引所
(*) 
有価証券報告書の作成要領（平成23年 3 
月期提出用） 
 財務会計基準機構（FASF） 編  財務会
計基準機構(*) 
会社法決算のすべて（全訂版） 
 太田達也 著  商事法務（*） 
会社法決算書作成ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ（2011年版） 
 太田達也 著  商事法務（*） 
ビジネスバリュエーション 評価の基本 
から最新技法まで 
 安達和人 著 中央経済社(-) 
京都企業の分析   
 徳賀芳弘 監修 中央経済社(-) 
法令別逐条解説 減価償却の実務   
 仲村匡正・古山正文 著 清文社(-) 
企業価値評価の実証分析 ﾓﾃﾞﾙと会計情 
報の有用性検証 
 桜井久勝 編著 中央経済社(-) 
IFRS国際会計基準が変える企業経営   
 五十嵐則夫 著 日本経済新聞出版社
（-） 
市町村のための実践！公益法人制度改革 
民間が担う公益の活性化に向けて 
 朴井 晃 著 ぎょうせい(-) 
「循環取引」対策ﾏﾆｭｱﾙ 不正発生時の調 
査とﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 
 小川真人・白井邦芳 著 中央経済社(-) 
ものづくり日本の海外戦略 関税と移転 
価格の波にもまれ 
 村田守弘・石川敏夫・柴田 篤 著 千倉
書房(-) 
モノづくり企業の技術経営 事業ｼｽﾃﾑのｲ 
ﾉﾍﾞｰｼｮﾝ能力 
 山田基成 著 中央経済社(-) 
統計的思考による経営   
 吉田耕作 著 日経BP社(-) 
日本企業の利益調整-理論と実証-   
 首藤昭信 著 中央経済社(-) 
ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝと研究開発の戦略  ｽﾄﾗﾃｼﾞｰ選 
書 13 
 玄場公規 著 芙蓉書房(-) 
起業のファイナンス ベンチャー企業に 
とって一番大切なこと 
 磯崎哲也 著 日本実業出版社(-) 
公共ﾌｧｼﾘﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ戦略-施設資産の量と 
質を見直す-   
 社団法人日本ﾌｧｼﾘﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ推進協会  
編 ぎょうせい(-) 
利益調整と企業価値   
 関利恵子著 森山書店(-) 
 



 
 

学内機関誌から（255） 
-論題紹介- 

 
 
 
英国企業結合会計と英国会社法－3 つの
会計方式とその特徴－ 
田中延幸 流通・経営学論集(大阪学院
大学) 36巻第2号 
キャッシュ・フロー会計の計算構造－キ
ャッシュ・フロー計算書の表示方法と作
成法を中心として－ 
郡司 健 企業情報学研究(大阪学院
大学) 10巻第2号 
会計上の合理性と因果性 
船本修三 企業情報学研究(大阪学院
大学) 10巻第2号 
IFRS における非金融負債会計の動向～
公開草案「ISA第 37号における負債の測
定」を中心として～ 
 山下壽文 佐賀大学経済論集(佐賀大
学) 43巻第5号 
収益認識基準に関する一考察 
菱沼公嗣 岐阜経済大学論集(岐阜経 
済大学) 44巻第2号 
会計報告書の信頼性からみた会計基準の
比較 
山口貴史 大阪大学経済学(大阪大学)  
60巻第4号 
IFRS 導入による中小企業のキャッシ
ュ・フロー会計に関する一考察 
岡部勝成 商経学會誌(日本文理大学)  
29巻第3・4合併号 
株価からみた銀行の有価証券保有に関す
る考察－IFRS 導入に向けての有価証券
保有－ 
有岡律子 経済学論叢(福岡大学) 55 
巻第3・4号 
会社法下における確定決算基準の位置付
け 
平川 茂 商学論叢(福岡大学) 55 
巻第4号 
投資不動産の会計基準（IAS40）とわが国
への影響 
池田健一 商学論叢(福岡大学) 55 
巻第4号 
わが国の税法における欠損金の繰越制度
に関する一考察－ハイブリッド税法及び
国際比較の視点から－ 
山内 進、上田真士 商学論叢(福岡大 
学) 55巻第4号 
リース会計「公開草案」における使用権
モデルの会計処理 
菱山 淳 会計学研究(専修大学) 第 
37号 
 
 
 

条件付対価の認識にともない発生する条
件付暖簾に係る検討 
山内 暁 会計学研究(専修大学) 第 
37号 
ドイツ監査基準にみる決算監査の目標と
一般原則 
小松義明 経営論集(大東文化大学) 
第 21号 
ドイツ基準性原則の方向 
五十嵐邦正 會計学研究(日本大学)  
第 25号 
米国におけるIFRS適用可能性－SECのロ
ードマップ案をめぐって－ 
林 健治 會計学研究(日本大学) 第 
25号 
マネジメント・コントロールと管理会計
との関係性－マネジメント・コントロー
ル概念の再検討を中心に－ 
新江 孝 會計学研究(日本大学) 第 
25号 
IASB/FASB「資本の特徴を有する金融商
品」プロジェクトの動向 
 石田万由里 経営論集(明治大学) 58 
巻第3号 
 
 
 
 
 
 
 


