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(‑)印は移管図書

[会計・監査]
ＩＴ統制評価全書
あずさ監査法人ＩＴ監査部編 同文舘
出版(*)
受注産業の 会計実務Ｑ＆Ａ
新日本有限責任監査法人 編 中央経済
社(*)
「逐条解説」で読み解く監査基準のポイ
ント
八田進二、
町田祥弘 著 同文舘出版(*)
経済産業省「経理・財務サービススキル
スタンダード」を活用した 会社「経理・
財務」
の基本テキスト [四訂版]／基本テ
キストⅡ（ステップアップ編）[四訂版]
金児 昭 監修 ＮＴＴビジネスアソシ
エ 著 税務研究会出版局(‑)
現代監査 NO.23
日本監査研究学会 編 日本監査研究学
会(‑)
法の世界からみた「会計監査」
山口利昭 著 同文舘出版
[税務]
Ｑ＆Ａ会社税務事例 300 選（平成 25 年 3
月改訂）
平居新司郎 監修 日本公認会計士協会
京滋会 編著(*)
[その他]
有価証券報告書作成の手引き（平成 25
年版）連結財務諸表を作成している会社
用／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(*)
有価証券報告書の作成要領（平成 25 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(*)
会社法による役員報酬・賞与・慰労金の
実務Ｑ＆Ａ 法令・書式・判例のすべて
小林 公明 著 税務研究会出版局(*)
経団連賃金総覧（2013 年版）
経団連事務局編 経団連出版

学内機関誌から（279）
‑論題紹介‑

IFRS の適用と財務報告
向伊知郎 経営学研究(愛知学院大学)
22 巻第 1 号

企業目的と会計情報開示基準
船本修三 企業情報学研究
（大阪学院大
学）12 巻 2 号
IFRS 導入とドイツ企業年次報告書開示
郡司 健 企業情報学研究
（大阪学院大
学）12 巻 2 号）
IFRS の概念フレームワークの認識問題
について
岩崎 勇 経済学研究(九州大学) 79 巻
第4号
ジョイント・ベンチャーの会計基準とそ
の含意
大雄 智 横浜経営研究(横浜国立大
学) 33 巻第 3 号
現代会計の基礎概念と IFRS の会計教育
加藤美樹雄 横浜国際社会科学研究
(横浜国立大学) 17 巻第 4･5 号
金利スワップを用いたヘッジ取引の会計
処理－利益概念の観点からの検討－
李 焱 横浜国際社会科学研究(横浜国
立大学) 17 巻第 6 号
IFRS 教育のポイント－企業・監査法人へ
のアンケート調査の結果から－
富田知嗣、坂口順也、松本祥尚、加藤
久明、中村繫隆 現代社会と会計(関西
大学)第 7 号
ストック・オプションの権利行使を巡る
課税問題
佐々木昭久 流通経済大学論集(流通経
済大学) 47 巻第 4 号
米国会計発達前史の考察－北米植民地事
業における会計報告・簿記技法に関して
プリビッツ＆メリノの所説を中心に－
濱田弘樹 社会科学研究(釧路公立大
学)第 25 号
法人税法における時価概念に関する一考
察－オプションと移転価格税制を中心と
して－
春日克則 商経論叢(九州産業大学) 53
巻第 3 号
IAS/IFRS の会計目的と利益概念の変容
－新旧概念フレームワークに焦点をあて
て－
異島須賀子 商学研究(久留米大学) 18
巻第 3･4 合併号
デュポン社における割当予算システムの
構築と展開－ベンチャー事業に関連して
－
高梠真一 商学研究(久留米大学) 18 巻
第 3･4 合併号
IFRS の導入が企業の戦略と業績測定に
及ぼす影響－日本の製造業を中心に－
星野優太
総合的報告の意義と課題について－戦略
的 CSR とマネジメントコントロールシス
テム研究の視点から－
淺田孝幸

会計専門職に関する国際比較研究のため
の覚書－スペインの監査の概要－
柴 健次
退職給付債務の即時認識と年金資産の運
用政策－アメリカ会計基準採用企業の分
析－
吉田和生
金融負債の公正価値評価の影響－
Citigroup の事例－
小川淳平
無形資産の認識可能性に関する一考察－
整合性分析の観点から－
高橋二朗
(以上 6 件、オイコノミカ(名古屋市立
大学)49 巻第 2 号)
ドイツ会計制度における債権放棄の処理
五十嵐邦正 商学研究(日本大学)第 29
号
管理会計コンティンジェンシー理論
古田隆紀 流通・経営学論集(大阪学院
大学) 38 巻第 2 号
長期カレント実効税率の連単比較
奥田真也、山下裕企 流通・経営学論集
(大阪学院大学) 38 巻第 2 号
政府会計における財務業績計算の構造
鵜川正樹
地方公共団体における業績（行政成果）
公監査の現状と課題
林 賢是
財政統制と政府会計の関係
山本 清
キャッシュフロー情報分析の理論的検証
小倉 昇
「財務・法規準拠性・業績公監査の基準
と手続きの論点」
鈴木 豊
IFRS の導入に係る会計制度上の考察
多賀谷充
国際財務報告基準(IFRS)へのわが国の対
応のあり方
橋本 尚
「監査における不正リスク対応基準」設
定の意義および課題
八田進二
財務諸表監査における職業的懐疑心の意
義と課題(1)
町田祥弘
取締役及び監査役の内部統制責任に関す
る判断における内部監査の役割
松井隆幸
(以上 10 件、
会計プロフェッション(青
山学院大学)第 8 号）
監査報酬の決定に対する監査人の専門性
の影響
藤原英賢 追手門経済・経営研究(追手
門学院大学)第 20 号

FASB 概念フレームワークにおける利益
観と資本の概念決定をめぐる問題
池村恵一 経済研究論集(広島経済大
学) 35 巻第 4 号
収益認識会計基準に特有の仕訳
池田健一 商学論叢(福岡大学) 57 巻第
3・4 号
M&A におけるフィナンシャル・アドバイ
ザーのデュー・デリジェンス上の義務に
ついての考察－セル‑サイドのベンダ
ー・デュー・デリジェンスに焦点を当て
て－
中塚晴雄 商学論叢(福岡大学) 57 巻第
3・4 号
管理会計研究における戦略の位置づけ
篠原巨司馬 商学論叢(福岡大学) 57 巻
第 3・4 号）
米国における 1933 年証券法の制定まで
の自主的会計規制－ニューヨーク証券取
引所と会計プロフェッションの取り組み
－
大石桂一 経済学研究(九州大学) 79 巻
第 5・6 合併号
会計基準と法人税法の乖離と接近
平川 茂 経済学研究(九州大学) 79 巻
第 5・6 合併号

