
 
 

受入図書資料（266） 
(*)印は寄贈図書 
(-)印は移管図書 

 
 
[会計・監査] 
実務で使える連結財務諸表のチェック 
ポイント 
新日本有限責任監査法人 編  中央経

済社（*） 
シンガポールの会計・税務・法務Ｑ＆Ａ 
（第２版） 
 木内達也 著 江藤祐一郎 著 関口俊克 
著 税務経理協会（*） 

建設業会計提要（平成 23年改訂） 建設 
業標準財務諸表作成要領・解説 
 建設工業経営研究会 編  大成出版社

（*） 
 監査法人の原点  経営者新書 ; 010 
小笠原直 著 幻冬舎メディアコンサ

ルティング（-） 
財務報告とキャッシュ・フロー情報の研

究 財務報告情報の有用性との関連で 
 渡邊和矩 著  東京経済情報出版（-） 
会計国際化の研究 国際会計制度の変遷 
と IFRSの現状分析 埼玉学園大学研究叢 
書 ; 第 3巻 
 李  相和 編著 白桃書房（-） 
行財政改革とガバナンス構築のための新 
地方公会計の実務と活用   
 有限責任 あずさ監査法人 編  同文舘

出版（-） 
資本予算の管理会計 DCF 法の生成と発

展 
 香取  徹 著  中央経済社（-） 
ゲーム理論で考える企業会計 会計操

作・会計規制・会計制度 
 田村威文 著  中央経済社（-） 
内部統制・監査ブランド力   
 安達 巧 著  ふくろう出版（-） 
製品原価計算論  
 片岡洋人 著  森山書店（-） 
非営利法人会計監査六法（平成 24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 24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 24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 24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 
 
  

[経営] 
 意思決定のためのリスクマネジメント   
 榎本  徹 著  オーム社（-） 
できる CIOになるための「経理・財務」

の教科書   
 金児 昭 監修 榊正壽・猪熊浩子 著  
税務経理協会（-） 

経営分析の新展開   
 石内孔治 編著  森山書店（-） 
 
[税務] 
決算・税務申告対策の手引 平成 24年 3
月期決算法人対応 
 太田達也 著  税務研究会出版局（*） 
税務調査と質問検査権の法知識 Q&A   
 安部和彦 著  清文社（-） 
 
 [その他] 
会社法決算書作成ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ（2012年版）   
 太田達也 著  商事法務（*） 
「役員給与の実務」完全解説  改訂 2版 
法律・会計・税務のすべて 
太田達也 著  税務研究会出版局（*） 

非営利組織の理論と今日的課題   
 堀田和宏 著  公益情報ｻｰﾋﾞｽ（*） 
会社法決算書の読み方・作り方 第 6 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（*） 
市町村人口規模と財政  中京大学経済学 
研究叢書第 20 
 古川 章好 著  勁草書房（*） 
六法全書 １・２（平成 24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

（*） 
移転価格税制のフロンティア  西村高等 
法務研究所理論と実務の架橋シリーズ 
 中里  実、太田  洋、弘中聡浩 編著 
有斐閣（-） 
Q&A決算修正の実務詳解 法務・会計・税 
務のすべて 
 葉玉匡美、和久友子 編著 TMI 総合法

律事務所 あずさ監査法人 KPMG 税理

士法人 監修 中央経済社（-） 
会社法計算書類の実務 （第４版） 作成・ 
開示の総合解説 
 あらた監査法人 編  中央経済社（-） 
租税法の発展   
 金子  宏 編  有斐閣（-） 
サブプライム金融危機のメカニズム   
 瀧川好夫 著  千倉書房（-） 
国際企業倫理論   
 林  満男 著  森山書店（-） 
日本の企業統治 その再設計と競争力の 
回復に向けて 
 宮島英昭 編著  東洋経済新報社（-） 
企業と事業の財務的評価に関する研究  
経済的利益とキャッシュフロー、セグメ 
ント情報を中心に 

 平岡秀福 著  創成社（-） 
コーポレート・レピュテーションの測定 
と管理 「企業の評判管理」の理論とケー 
ス・スタディ 
 櫻井通晴 著  同文館（-） 
会社法決算書類の作成と開示実務 第６

版   
 日本公認会計士協会東京会 編  税務

研究会出版局 
会社四季報（2012年第 2集）春号   
 東洋経済新報社 編  東洋経済新報社 
公認会計士業務資料集 東京 C.P.A. 第
51号 Ⅰ～Ⅷ 会計・監査・経営・ｺﾝﾋﾟｭｰ

ﾀｰ・税務第一・税務第二・公益法人・学

校法人の８委員会研究報告書 
 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 
公認会計士業務資料集 東京 C.P.A. 別
冊 27号 グループ経営と会計・税務 
 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 
 
 
 
 

学内機関誌から（266） 
-論題紹介- 

 
 
 
社会科学としての時価会計－金融商品会

計の経済的基礎－ 
石川純冶 

数理計算上の差異とリサイクリング 
 田中建二 
資本市場における会計情報有用性の分析

と評価－韓国・実証会計研究の成果と展

開－ 
 李 善馥 
複数の予算と複数の標準－管理会計生成

プロセスの一断面－ 
藤野雅史 

有価証券報告書を利用した企業活動と経

営指標とのモデル化の一考察 
中邨良樹  

企業年金会計情報の展開 
挽 直治 

（以上 6件、経済集志(日本大学) 81 巻
第 3号） 
IFRS概念フレームワークの新展開 
 郡司 健 企業情報学研究(大阪学院大

学) 11巻第 2号 
ストック・オプション導入の決定要因に

ついて：費用化前後の比較 
鄭 義哲 商学論集(西南学院大学) 58
巻第 3号 

在タイ日系企業における管理会計システ

ム 
中川 優 同志社商学(同志社大学) 63 
巻第 4号 



中国会計基準における公正価値の使用 
 陶  静 同志社商学(同志社大学)  
63巻第 4号 

退職給付会計に関する研究－退職給付債 
務の認識問題に焦点を当てて－ 
 中谷祐介 経済学年誌(帝京大学) 第
20号 

移転価格税制についての一考察 
 熊坂開基 経済学年誌(帝京大学) 第
20号 
IFRS の経営に及ぼす影響－のれんとそ

の他包括利益の事例分析－ 
 大倉雄次郎 商学論集(関西大学) 56巻
第 4号 

会計、その神話の崩壊(9) 
田中茂次  

『監査基準』設定の課題 
 脇田良一 
監査の品質とは何か 
 中村輝夫 
「監査役による内部統制システムの監査

について」－内部統制システムの相当性

判断基準と運用状況の監査－ 
 宮本照雄 
監査の品質向上に向けて 
 岡部 滋 
監査人の取り組む監査の品質－誰にとっ

ての監査の品質か、監査の利用者の視点

から－ 
 結城秀彦 
監査法人における監査の品質向上への取

組み 
 廣川朝海 
監査の品質向上への取り組み－監査人と

して－ 
 松浦康雄 
IFRS 導入に備えた内部統制の有効性の

確保 
 橋本 尚 
銀行の「継続企業」の前提に対する監査

人の判断－英国の金融危機のケースより

－ 
 児嶋 隆 
異なるレベルのリスク管理と監査 
土田義憲 

環境監査の課題－内部監査と環境パフォ

ーマンスの監査をめぐって－ 
上田俊昭 

残余利益モデルと会計システム 
上野清貴 

包括利益の導入と純利益の純化 
孔 炳龍、市川紀子 
IFRS導入とフレームワークの重要性 
鈴木雄一郎 
FASB ASC Topic740 の連立方程式法の規

定内容に関する問題点の提起 
内倉 滋 
IFRSの導入と管理会計の対応 
櫻井通晴 
 

デット・エクイティ・スワップ(DES)に関

する租税法上の諸問題 
太田 洋、北村導人 

（以上 18件、経理研究(中央大学) 第 55
号） 
資本制度および剰余金の配当規制に関す

る一考察－ドイツ法における最低資本金

および出資の払戻し規制を参考として－ 
三島徹也 現代社会と会計(関西大学) 
第 6号 

複素数平面による会計の理解 
宗岡 徹 現代社会と会計(関西大学) 
第 6号 

監査人の第三者制についての考察 
瀧田輝己 同志社商学(同志社大学) 63
巻第 5号 

監査人の判断基準としての会計原則 
瀧田輝己 同志社商学(同志社大学) 63
巻第 6号 

特別目的会社による不動産の流動化と会

計操作 
安田 忍 南山経営研究(南山大学) 26
巻第 3号 

財務報告における記述情報開示の意義と

課題 
渡辺 剛 商学論叢(福岡大学) 56巻第

4号 


