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[会計監査] 

国際会計の展開と展望-多国籍企業会

計と IFRS- 

菊谷正人 著 創成社(*) 

図解でざっくり会計シリーズ①税効果会

計のしくみ(第 2 版） 

新日本有限責任監査法人 編著 中央

経済社(*) 

銀行経理の実務第 9 版 

銀行経理問題研究会 編 金融財政事

情研究会(*) 

[税務] 

税制参考資料集（平成 28 年度版） 

日本租税研究協会 編 日本租税研究

協会(*) 

[その他] 

会社法決算書の読み方・作り方第 10 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(*) 

建設業会計提要（平成 28 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

(*) 

有価証券報告書作成の手引き（平成 28

年版）連結財務諸表を作成している会社

用 

プロネクサス・ディスクロージャー実務

研究会編 プロネクサス(*) 

有価証券報告書作成の手引き（平成 28

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・ディスクロージャー実務

研究会編 プロネクサス(*) 

有価証券報告書の作成要領（平成 28 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(*) 

公認会計士業務資料集 東京 C.P.A. 別

冊30号中小企業のための事業継承ハン

ドブック 

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 

中小企業のための事業継承ハンドブック 

日本公認会計士協会東京会 編 清文

社     

 

 

 

 

 

 

学内機関誌から（315） 

-論題紹介- 

 

 

 

のれんの会計処理をめぐる近年の動向

－償却か非償却か 

石川文子 静岡大学経済研究20巻4号 

フランス連結会計基準の国際的調和

(22)－税務会計の影響②－ 

大下勇二 経営志林（法政大学）52巻

4号 

事 業 継 続 計 画 ／ マ ネ ジ メ ン ト

（BCP/BCM）の情報開示とその経営課題

化の現状 

岡田 斎、國部克彦 経済研究論集（広

島経済大学）38巻 4号 

会計コミュニケーションを研究する－

過去・現在・未来－ 

上枝正幸 青山経営論集（青山学院大

学）50巻 4号 

経営戦略の視点を導入した教育用ビジ

ネスシミュレータのモデルの開発 

中邨良樹 青山経営論集（青山学院大

学）50巻 4号 

組織コントロール・メカニズムとして

の管理会計 

内田昌利 経営論集（北海学園大学）

13巻 4号 

日本企業におけるコーポレート・ガバ

ナンスとリスク情報開示に関する実態

調査 

島永和幸 経営学論集（神戸学院大学）

12巻 2号 

「複式記入」の再発見 

大野俊夫 経営学論集（神戸学院大学）

1 2巻 2号 

日本の IFRS 政策に対する株式市場の

反応 

譚 鵬 産研論集（関西学院大学）43

号 

高齢者世帯の固定資産税負担；現状と

課題 

前田高志 産研論集（関西学院大学）

43号 

法人税法における無料譲渡に係る「収

益の額」の研究－旧法人税法の無償譲

渡の取扱いを端緒として－ 

星田幸太郎 商学論集（熊本学園大学）

20巻 2号 

資産損失と雑損控除－事業活動と消費

活動との区分要件－ 

宮崎裕志 商学論集（熊本学園大学）

20巻 2号 

税法上の引当金制度の必要性－平成10

年度改正時の引当金の廃止・縮小の議

論を中心にして－ 

永吉昭和 商学論集（熊本学園大学）

20巻 2号 

わが国における上場企業の MBO－MBO

の目的とその実態－ 

吉本政和、勝部伸夫 商学論集（熊本

学園大学）20巻 2号 

特定目的の財務諸表に対する保証業務

のアプローチ 

浦崎直浩 

ガバナンスと内部監査機能 

中村映美 

証明対象の多様化に伴う証明業務の展

開 

松本祥尚 

イギリス上場会社の監査報告書におけ

る重要な虚偽表示のリスクの開示実態 

林 隆敏 

会計カリキュラムにおける倫理教育の

位置づけと構成内容 

原田保秀 

会計倫理的判断能力と専門化としての

判断能力育成の最新アプローチ－会計

専門家組織と高等教育機関の協力関係

を中心に－ 

松脇昌美 

PCAOB と監査の質－AQI プロジェクト

を中心に－ 

仙場胡丹 

会計利益と企業価値評価モデルの数理

的分析 

矢部孝太郎 

ビジネスモデルと企業報告 

姚 俊 

投資利益率（ROI）概念に基づく運用面

と調達面の整合的な分類方法の導出 

梶原太一 

自主規制と政府規制が監査の品質に及

ぼす影響に関する実験デザインの検討 

廣瀬喜貴 

取得原価主義会計に係わる欧州裁判所

の判例－ドイツ会計制度に対する

GIMLE判決の影響－ 

稲見 亨 

契約支援機能における会計の質に関す

る理論と実験の融合に向けて 

田口聡志、上枝正幸、三輪一統 

(以上13件、同志社商学（同志社大学）

67巻 4号) 

ビジネスモデルに基づく測定分類と会

計情報の有用性 

中田有祐 国学院経済学（国学院大学）

64巻 4号 



概念フレームワークの開発とUniit of 

Aaccount－IASBの概念フレームワーク

公開草案を中心として－ 

中田有祐 国学院経済学（国学院大学）

64巻 4号 

継続企業の前提が疑わしい場合の監査

人の対応－財務諸表の注記及び監査報

告書の個々の記載内容に注目して(5)

－ 

坂柳 明 商学討究（小樽商科大学）

66巻 4号 

上場企業に求められる最低限のファイ

ナンス理論－上場企業としてのエチケ

ットとしてのファイナンス－ 

手島直樹 商学討究（小樽商科大学）

66巻 4号 

マネジメントコントロール論における

理論的視点(1)－包括的なマネジメン

トコントロールパッケージフレームワ

ークの構築に向けて－ 

堺 昌彦 商学討究（小樽商科大学）

66巻 4号 

企業の生産決定と貨幣の還流：消費財

モデルの展開 

関根順一 エコノミクス（九州産業大

学）20巻 4号 

銀行のディスクロージャーにおけるコ

ーポレート・ガバナンスと罰則の影響 

下田真也 エコノミクス（九州産業大

学）20巻 4号 

証券化の拡大と裁定取引 

神野光指郎 商学論叢（福岡大学）60

巻 3号 

中小国際企業と中小グローバル企業に

関する一検討－試論：その共通点と差

異－ 

川上義明 商学論叢（福岡大学）60巻

3号 

農業法人における６次産業化の展開と

経営課題－農事組合法人ファーム・お

だによる新規事業への設備投資を事例

として－ 

飛田 努、岸保 宏 商学論叢（福岡

大学）60巻 3号 

「資産対売上高倍率」と「資産１単位

相当の売上高達成期間」 

石内孔治 

わが国における批判会計学派の功罪～

畠中福一『勘定學説研究』を中心とし

て 

山下壽文 

FASB非営利組織体会計基準改訂案の検

討－財務報告への影響と今後の課題－ 

日野修造 

租税回避否認の是非と包括的否認規定

の解釈 

高橋秀至 

企業生命周期からみた CSR のディスク

ロージャーに関する一考察 

曹 昱 

IASB公開草案「財務報告に関する概念

フレームワーク」に関する一考察 

池田健一 

会計における法的形成と経済的実質－

リース契約を検討の題材として－ 

長束 航 

セグメント会計における報告セグメン

ト決定プロセスの問題点 

渡辺 剛 

改正連結基準における連結基礎概念の

検討 

井上 修 

(以上 9 件、商学論叢（福岡大学）60

巻 4号) 

会計基準設定の論拠としての外部性

（研究ノート） 

大塚成男 経済研究（千葉大学）30巻

4号 

経営環境の変化と地域銀行の対応 

堀江康熙、有岡律子 経済学研究（九

州大学）82巻 5･6合併号 

概念フレームワークと計算構造につい

て－IASBの新しい概念フレームワーク

を中心として－ 

岩崎 勇 経済学研究（九州大学）82

巻 5･6合併号 

QCDからQCFDへ－マーケティング力と

国際競争優位についての小論－ 

安部悦生 経営論集（明治大学）63巻

1･2合併号 

1980 年代半ばから 2000 年代前半の伊

藤伊にみる地域有力卸売企業の所有と

経営および取引関係の変容 

佐々木 聡 経営論集（明治大学）63

巻 1･2合併号 

英国４大銀行の不祥事と今後の銀行経

営－利益率の長期的低迷がもたらした

もの－ 

坂本恒夫 経営論集（明治大学）63巻

3･4合併号 

1980 年代後半から 90 年代半ばまでの

伊藤伊にみる地域有力卸売企業の機能

進化と水平的広域展開の端緒 

佐々木 聡 経営論集（明治大学）63

巻 3･4合併号 

IFRSの利益概念に関する一考察 2013

年討議資料、2015年公開草案に関する

ASBJの提案 

大倉 学、鈴木基史、藪下保弘 経営 

論集（明治大学）63巻 3･4合併号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


