受入図書資料（302）
(*)印は寄贈図書
(-)印は移管図書
[会計・監査]
外食産業のしくみと会計実務 Q&A
新日本有限責任監査法人 編 中央経
済出版社(*)
為替換算調整勘定の会計実務（第 2 版）
新日本有限責任監査法人 編 中央経
済社(*)
図解でざっくり会計シリーズ⑧リース会
計のしくみ
新日本有限責任監査法人 編著 中央
経済社(*)
設例でわかるキャッシュ・フロー計算書
のつくり方 Q&A
新日本有限責任監査法人 編 中央経
済社(*)
［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 27 年版）
太田達也・鳥飼重和 著 清文社(*)
ケースから引く組織再編の会計実務
新日本有限責任監査法人 編 中央経
済社(*)
外貨建投資・ヘッジ戦略の会計と税務
岡本修 著 中央経済社(*)
学校法人会計要覧（平成 27 年版）
学校経理研究会 編 霞出版社
国際財務報告基準（IFRS 特別追補版）
IFRS 第 9 号「金融商品」
ＩＦＲＳ財団 編 企業会計基準委員会・
財務会計基準機構 監訳 中央経済社
[税務]
租税条約の解説 日本・ポルトガル租税
条約・日本・ニュージーランド租税条約・
日本・アラブ首長国連邦租税条約
日本租税研究協会 編 日本租税研究
協会(*)
[その他]
会社四季報（2015 年第 2 集）春号
東洋経済新報社 編 東洋経済新報社
六法全書 １（平成 27 年版）
井上正仁・山下友信 編集代表 有斐
閣
六法全書 2（平成 27 年版）
井上正仁・山下友信 編集代表 有閣
閣
信用組合便覧 2014
信用組合研究会 編 金融財政事情研
究会(-)
公認会計士業務資料集 東京 C.P.A. 別
冊 29 号財務デュー・ディリジェンスと企
業価値評価
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
財務デュー・ディリジェンスと企業価値評
価
日本公認会計士協会東京会 編 清文
社

学内機関誌から（302）
-論題紹介-

東アジアにおけるボトムアップ型債券市
場の構築可能性－日本、中国、韓国に
おける家計と企業の視点－
岸 真清 企業研究（中央大学）第 26
号
インタンジブルズの負の側面に関する研
究－経営力の動態的な統合報告に向け
て－
越智信仁 企業研究（中央大学）第 26
号
会計、その神話の崩壊(12)
田中茂次
税務会計研究の回顧と展望(10)－私の
学問研究の軌跡「衝撃論文回想記(その
2)－
富岡幸雄
経営トップと管理会計
中村輝夫
インタンジブルズの戦略的利用と管理会
計における行動科学的研究
古賀智敏、姚 俊
マネジメント・コントロールにおける「信
頼」
横田絵理
未来の利益に繋がる「管理会計」の活用
橋本賢一
新規事業開発のための管理会計技法の
貢献可能性
伊藤克容、妹尾剛好
会計情報を用いた主観的な報酬決定に
おける情報順序効果
新井康平、福島一矩
流動性比率の再考
横山和夫
企業不祥事の原因
石﨑忠司
米国における「非公開企業の意思決定フ
レームワーク」の概要
河﨑照行
IFRS における事業モデル－その適用の
ためのガイダンスの必要性について－
山田辰己
現在価値測定のいわゆる伝統的アプロ
ーチに関する若干の問題提起
内倉 滋

財務会計ルール運用上の「遊び」の意義
と弊害－スムースネスに転換する瞬間と
その契機－
星野一郎
繰越欠損金の属性－繰越欠損金がマイ
ナスの債務性となる－
吉岡正道
グローバル・プライベート・ガバナンス時
代における国際会計基準審議会と国際
標準化機構の相互関係について
椛田龍三
国際財務報告基準（IFRS）対応の展望と
課題
橋本 尚
事業構造改革引当金を巡る経営者の行
動規範
来栖正利
FASB 概念フレームワークの IFRS 概念フ
レームワークへの影響について－測定
問題を中心として－
岩崎 勇
IFRS アドプションの影響－韓国の事例を
参考に－
孔 炳龍
国立病院機構の独立行政法人化後の会
計－企業会計原則の導入をとおして－
森美智代
成果資本維持に関する一考察
小野正芳
会計基準国際的統一の限界
浅野岳紀
現代会計理論研究の方向性－実証理論
と規範理論の統合論理－
上野清貴
管理会計の理論と実務の乖離
川野克典
減損損失計上における利益マネジメント
に関する一考察
岡﨑英一
医療法人における予算編成主導層と予
算管理実態との関係性：予算編成方法
による異同
荒井 耕、尻無濱芳崇
連結納税制度と行為計算否認の初期的
検討－ヤフー・IDCF 事件東京地裁判決
を踏まえて－
北村導人、黒松昂蔵
事業譲渡類似課税
矢内一好
(以上 29 件、経理研究（中央大学）第
58 号)
会計理論の論理的検証
上野清貴
英国税務会計史(11)
矢内一好

内部統制の評価－PCAOB「統合検査報
告書」の視点からの「内部統制報告書」
の検討－
檜田信男
(以上 3 件、商学論纂（中央大学）56 巻
第 5・6 号)
会計士会計学の生成
友岡 賛
減損会計再論(1)
笠井昭次
地方公営企業会計における利益および
資本概念の公共会計学的解釈(上)
白山真一
(以上 3 件、三田商学研究（慶応義塾
大学）57 巻第 5 号)
減損会計再論(2)
笠井昭次
簿記と会計
友岡 賛
地方公営企業会計における利益および
資本概念の公共会計学的解釈(下)
白山真一
保険契約の捉え方と保険負債の会計処
理
川﨑芙有
(以上 4 件、三田商学研究（慶応義塾
大学）57 巻第 6 号)
信託を活用した債権流動化の会計と税
法－劣後受益権の収益認識について－
鵜川正樹
企業会計基準の新設・改正と税制改正と
の関係に関する一考察
小林裕明
帰属主義の導入－国際租税法思想の大
転換－
佐藤正勝
投資型クラウドファンディングの導入に
関する考察
多賀谷充
フレームワークに基づく IFRS 教育
橋本 尚
ガバナンスをめぐる最新動向と内部統制
問題
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（3・完）
町田祥弘
派遣監査役制度に関する予備的考察
松井隆幸
統合報告書の保証実態からみた保証の
課題
牟禮恵美子
一般廃棄物会計基準に基づく原価計算
情報の計算構造からみた情報特性
山口直也
(以上 10 件、会計プロフェッション（青
山学院大学）第 10 号)

「資本市場指向」概念に基づく EU の
IFRS 対応
稲見 亨
実験制度会計論序説－会計構造論との
相対化を中心として－
田口聡志
サステナビリティ・マネジメント・コントロ
ールの類型と権限移譲
安藤 崇
(以上 3 件、同志社商学（同志社大学）
66 巻第 5 号)
「社会的ジレンマ問題」としての監査の品
質管理体制：エッセンスの再吟味
田口聡志 同志社商学（同志社大学）
66 巻第 6 号
会計の対象とホスピタリティについて
西澤健次 商経論集（北九州市立大
学）50 巻第 1・2・3・4 合併号
ファイナンシャリゼーションと非上場株式
の公正価値会計
岡本紀明 流通経済大学論集（流通経
済大学）49 巻第 4 号
持続可能性会計とステイクホルダーとの
対話
大西 靖
リース会計基準の改定動向に関する分
析と検討－IASB と FASB の共同プロジェ
クトを中心として－
加藤久明
会計制度に関する国際比較研究のため
の覚書－スペインの会計の概要－
柴 健次、Gonzalo,Jose Antonio
ERP 導入による企業の会計情報システ
ム再構築事例について
原 昭一
わが国四半期レビュー手続選択の特徴
松本祥尚、町田祥弘、荒木孝治
(以上 5 件、現代社会と会計（関西大
学）第 9 号)
キャノンのキャッシュフロー経営における
事業・会計システムの研究
大倉雄次郎 商学論集（関西大学）59
巻第 4 号
財務諸表監査における保証水準の決定
要因
松尾慎太郎 商学論究（関西学院大
学）62 巻第 3 号
イギリスにおける企業リスク情報の開示
実態
林 隆敏 商学論究（関西学院大学）62
巻第 4 号
資産除去債務の測定についての検討－
米国基準と日本基準の比較から－
生島和樹 横浜国際社会科学研究（横
浜国立大学）19 巻第 4・5 号
予定取引に係るヘッジ会計の検討
李 焱 横浜国際社会科学研究（横浜

国立大学）19 巻第 4・5 号
会社分割税制に関する一考察Ⅱ－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）47
巻第 1 号
合同会社の課税のあり方についての一
考察－課税の中立性の観点から－Ⅰ
藤澤紳二郎 富士大学紀要（富士大
学）47 巻第 2 号

