受入図書資料（291）
(*)印は寄贈図書
(-)印は移管図書

[会計・監査]
体系監査論
瀧田輝己 著 中央経済社(*)
ミャンマーの会計・税務・法務Ｑ＆Ａ
新日本有限責任監査法人 著 税務経理
協会(*)
自治体経営監査マニュアル
鈴木 豊 編著 ぎょうせい(*)
［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 26 年版）
太田達也、鳥飼重和 著 清文社(*)
公認会計士に聞く監査役のしごと会計知
識から不正対応まで
新日本有限責任監査法人 編著 清文社
(*)
ケース別債務超過の会計実務個別・連結
上の論点と組織再編・繰越欠損金の取扱
い
新日本有限責任監査法人 編 中央経済
社(*)
[その他]
IPO 実務用語辞典
新日本有限責任監査法人・三菱 UFJ モ
ルガン・スタンレー証券株式会社 著 同
文舘出版(*)
ここがポイント！決算書の税金科目クイッ
クレビュー
新日本有限責任監査法人 著 同文館出
版(*)
決算検査報告（平成 24 年度）
会計検査院 編 会計検査院(*)
税制参考資料集（平成 26 年度版）
日本租税研究協会 編 日本租税研究協
会(*)
要点解説勘定科目別税務の実務ポイント
新日本有限責任監査法人 編 第一法規
(*)
有価証券報告書の作成要領（平成 26 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(*)
有価証券報告書作成の手引き（平成 26 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(*)

単体開示の簡素化（平成 26 年版）連結財
務諸表を作成している会社・作成していな
い会社共通
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(*)
国際源泉の税務非居住者及び外国法人を
めぐる源泉所得税
富永賢一 著 大蔵財務協会(-)
信用組合便覧 2013
信用組合研究会 編 金融財政事情研究
会(-)
デリバティブ取引のすべて変貌する市場
への対応
三菱東京 UFJ 銀行 著 きんざい(-)
「会社法」法令集 第 10 版
中央経済社 編 中央経済社

学内機関誌から（291）
-論題紹介-

APA から受ける便益と負担
江波 戸順史 富士大学 紀要 ( 富士大
学)46 巻第 1 号
宿泊施設のベンチマークに有用な会計情
報の検討
長谷川惠一
財務諸表の訂正に影響する諸要因に関す
る考察
奥村雅史
財務情報の不実開示と法的責任(1)－「一
般に公正妥当と認められる企業会計の基
準・慣行」の概念とその逸脱に対する法的
責任のあり方に関する一考察－
和田宗久
（以上 3 件、早稲田商学(早稲田大学) 第
438 号）
電力会社における資産除去債務会計の特
徴
吉本圭一郎 商経学會誌(日本文理大
学) 32 巻第 1・2・3 合併号
IASB の概念フレームワークにおける測定
問題について－2013 年討議資料等を中と
して－
岩崎 勇 経済学研究(九州大学) 80 巻
第4号
利益の質と自己創設のれんの認識－会計
発生高との関係－
勝尾裕子 学習院大学経済経営研究所
年報(学習院大学) 27 巻
ストック・オプション導入の「横並び行動」に
関する実証分析
安田行宏、金 鉉玉、長谷川信久 東京
経大学会誌(東京経済大学) 第 280 号

国際会計基準への言語論的接近（続）
全 在紋 環太平洋圏経営研究(桃山学
院大学) 第 15 号
会計の概念フレームワークにおける忠実
な表現から信頼性への U ターンに向けて
(2・完)
永野則雄 経営志林(法政大学) 50 巻第
4号
わが国における非営利会計概念フレーム
ワーク構築の必要性
石津寿恵
IASB 概念フレームワークにおける利益概
念－リサイクリングに焦点を当てて－
浅野千鶴
地方自治体の会計上の不正と内部統制の
整備に係わる論点－不正のトライアングル
を援用して－
石川恵子
IFRS へのコンバージェンスト確定決算主
義－EU における CCCTB 指令案の影響を
参考にして－
稲葉知恵子
公民連携事業におけるサービス提供者の
会計
大塚浩記
業績公監査と監査機能の拡張問題
鈴木 豊
マテリアルフローコスト会計による継続的
改善活動－株式会社駒ヶ根電化の事例研
究－
関利恵子
資産・負債アプローチ批判－資産・負債ア
プローチと収益・費用アプローチの混乱に
関連して－
高木泰典
わが国戦時期おける原価計算制度の進展
建部宏明
日本におけるライフサイクル・コスティング
の生成
中島洋行
環境変化が予算管理の理論と実務の関係
に与える影響
広原雄二
帳合の生成とその終焉
三代川正秀
最適方法ルールと日本の利益分割法に関
する考察
望月文夫
資産の減損会計
山谷公基
ホスピタリティ産業と管理会計
吉村文雄
私の会計理論
平井克彦
（以上 16 件、経営論集(明治大学) 61 巻
第 1 号）

キャッシュ・フロー計算書の区分表示に関
する再考
濱田崇嘉 経営学論集(龍谷大学) 53 巻
第3号
学校法人会計基準に基づく計算書類の特
徴
藤本潤司 経営学論集(龍谷大学) 53 巻
第4号
概念フレームワークにおけるリサイクリン
グ問題について
岩崎 勇 経済学研究(九州大学) 80 巻
第 5・6 合併号
グローバルな会計基準設定主体としての
IASB－IASC から IASB への組織改革－
大石桂一 経済学研究(九州大学) 80 巻
第 5・6 合併号
非営利組織の評価と管理会計の実践
大西 靖
会計における余剰金創設時の諸説の管理
柴 健次
わが国四半期レビュー手続に関する実験
的研究
松本祥尚、町田祥弘、荒木孝治
（以上 3 件、現代社会と会計(関西大学)
第 8 号）
英国税務会計史(4)
矢内一好 商学論纂(中央大学) 55 巻第
3号
国際会計基準と管理会計－日本企業の実
態調査を踏まえて－
川野克典
現代経営環境における伝統的管理会計の
再評価－管理会計パッケージの一部とし
て－
岸田隆行
原価計算システムの現状と課題
高橋史安
ものづくり経営から観た棚卸資産会計と減
損会計に関する一試論－IFRS 導入を見据
えて－
田代樹彦
売却時価会計の進展と継承
上野清貴
英国税務会計史(5)
矢内一好
（以上 6 件、商学論纂(中央大学) 55 巻第
4 号）
英国税務会計史(6)
矢内一好 商学論纂(中央大学) 55 巻第
5・6 号
英国税務会計史(7)
矢内一好 商学論纂(中央大学) 55 巻第
5・6 号

会社分割税制に関する一考察Ⅰ－会社分
割税制を基軸とした構造的問題点等の検
討を中心に－
佐藤 潤 富士大学紀要(富士大学) 46
巻第 2 号
持分証券の会計処理における検討方向－
「ストック・オプション会計に係る論点の整
理」を中心に－
上田幸則
ストック重視の会計と会計情報の有用性－
認識対開示を巡る実証的評価－
草野真樹
我が国における繰延税金の計上傾向－ア
メリカ税効果会計との比較を通じて－
内田浩徳
財務会計の概念フレームワークと２つの会
計目的観－ステュワードシップ会計と意思
決定有用性会計の相剋と相互交渉－
古賀智敏
会計基準のコンバージェンスにおける「基
準作りの基準」問題の位置づけを巡って：
相関均衝モデルの再検討
田口聡志
中国会計基準における「減損会計」
陶 静
（以上 6 件、同志社商学(同志社大学) 65
巻第 6 号）
継続企業の前提に付随する会計処理に関
する考察－リスク情報の開示を目的とした
会計処理－
岡田昌也 南山経営研究(南山大学) 28
巻第 3 号
投資企業の会計処理に関する予備的考察
安田 忍 南山経営研究(南山大学) 28
巻第 3 号
日本の会計専門家の判断力と会計規制の
あり方－リース会計基準を手がかりにして
－
角ヶ谷典幸、菅原 智、Parmod Chand
経済科学(名古屋大学) 61 巻第 4 号
内部統制報告制度に関する議論の整理
藤原英賢 追手門経済・経営研究(追手
門大学) 第 21 号
株式報酬型ストック・オプションに関する一
考察
山下克之 追手門経済・経営研究(追手
門大学) 第 21 号
ドイツ監査報告制度に関する基礎的研究
(3)－長文式監査報告書の記載事項－
小松義明 経営論集(大東文化大学) 第
27 号
韓国における IFRS 導入が日本の税務会
計制度に与える示峻
髙沢修一 経営論集(大東文化大学) 第
27 号

地域移転会計序説
吉村 弘 地域経済研究(広島大学) 第
25 号
イノベーションと管理会計－新たな関係性
の探索－
天王寺谷達将 経済研究論集(広島経済
大学) 36 巻第 4 号
グローバリゼーションにおける会計基準の
国際標準化と固有性－税制との整合化プ
ロセスに着目して－
猪熊浩子 経済学(東北大学) 74 巻第 1
号
日本企業の管理会計・原価計算の現状と
課題
川野克典
日本の非製造業における管理会計の実務
劉 慕和
日本企業の管理会計・原価計算実務に関
する調査結果の分析－選考調査研究との
比較－
新江 孝
製造業原価計算における「レレバンス・ロ
スト」の解明
髙橋史安
（以上 4 件、商学研究(日本大学) 第 30
号）
移転価格税制における相互協議手続の検
討
水野忠恒 経営論集(明治大学) 61 巻第 2
号
中小企業会計基準における引当金規定の
比較検討
山下壽文、劉 丹 佐賀大学経済論集(佐
賀大学) 46 巻第 6 号
セグメント会計基準の実施後レビューの概
要と課題
渡辺 剛 商学論叢(福岡大学) 58 巻第 4
号
50 数年前の基準書 ARB51 とその後の流
れ
長谷川茂男
日本トップ 400 社の比較分析による企業価
値創造会計
紺野 剛
減価償却会計の意義と適用方法－企業の
活動実態の表現として－
冨塚嘉一
公正市場価値とファイナンスの評価法
大野 薫
IFRS 適用初年度の実情－CAC40 におけ
る無形資産の事例－
小関誠三
（以上 5 件、CGSA フォーラム(中央大学)
第 12 号）

企業経営におけるコンプライアンスの重要
性
貞松 茂 商学論集(熊本学園大学) 18
巻第 2 号
経営管理組織に基づく割当予算システム
の構築
高梠真一 商学研究(久留米大学) 19 巻
第 3・4 合併号

