受入図書資料（323）
(*)印は寄贈図書
(-)印は移管図書
[会計・監査]
内部監査のプロが書く監査報告書の指
摘事項と改善提案‐監査意見から海外監
査・経営監査・不正対応まで‐
藤井 範彰 著 同文舘出版(*)
[税務]
平成 29 年 3 月期決算法人対応 決算・
税務申告対策の手引
太田 達也 著 税務研究会出版局(*)
Q＆A 宗教法人をめぐる税務実務 増補
改訂版
永田 金司 著 一般財団法人大蔵財
務協会(-)
[その他]
社会福祉法人に求められる内部統制の
実務対応
新日本有限責任監査法人 編著 清文
社(*)
日本取引所グループ規則集(2017 年度
版）
日本取引所グループ 著 日本取引所
グループ(*)
会社四季報（2017 年第 1 集）新春号
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
56 号 Ⅰ～Ⅵ
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
職員録（平成 29 年版） 上巻
職員録（平成 29 年版） 下巻
独立行政法人国立印刷局 編 独立行
政法人国立印刷局

学内機関誌から（323）
-論題紹介-

『国際統合報告フレームワーク』におけ
る自然資本と自然観
平賀正剛 経営学研究（愛知学院大
学）25 巻 3･4 合併号
IFRS の任意適用と財務諸表の比較可能
性～価値関連制比較アプローチ～
向 伊知郎 経営学研究（愛知学院大
学）25 巻 3･4 合併号
更正処分の理由附記－行政手続法に定
める処分理由と税法上の処分理由の異
同について－
中村秀利 税務大学校論叢（税務大学

校）84 号
無記帳者の重加算税について
澤井勝美 税務大学校論叢（税務大学
校）84 号
実質所得者課税に関する一考察－所得
税における所得の帰属判定を中心に－
福田善行 税務大学校論叢（税務大学
校）84 号
換価遺言が行われた場合の課税関係に
ついて
小柳 誠 税務大学校論叢（税務大学
校）85 号
相続税法第９条の「みなし贈与」につい
て－資本取引等を巡る課税関係を中心
として－
古谷勇二 税務大学校論叢（税務大学
校）85 号
中小企業者に対する課税のあり方につ
いての一考察－相続税の視点から－
甲斐裕也 税務大学校論叢（税務大学
校）85 号
私法上の制約等が法人税法 22 条 2 項の
収益の額に与える影響について－東京
高裁平成 26 年 6 月 12 日判決を題材にし
て－
幡野正仁
質的に区分された信託受益権に係る法
人税法上の取扱いについて－金銭債権
信託を例に－
山林茂生
公益法人等に対する法人課税の在り方
について－学校法人に対する課税を中
心に－
助川 樹
金融取引に係る消費税の取扱いについ
て
篠原克岳
消費税法上の「物品切手等」の範囲と決
済手段の多様化を巡る諸問題について
鍋谷彰男
(以上 5 件、税務大学校論叢（税務大学
校）86 号)
BEPS による国際課税制度下での立証
責任に対する一考察
居波邦泰 税務大学校論叢（税務大学
校）87 号
A.S.デューイングの財務論と企業価値評
価
宇土至心 経済論集（北海学園大学）
64 巻 2 号
ギャンブルと借金の関連性について－
会計不祥事と貨幣価値認識上の変化－
星野一郎 経済論叢（広島大学）40 巻
1･2 号
1928 年国際連盟モデル租税条約草案の
作成過程と成立－二重課税と脱税に関
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する政府専門家総会の議事録分析から
－
井澤 龍 研究年報（滋賀大学）23 巻
無形資産の性質と会計処理の結び付き
－既存ルールのアナロジーを手掛かり
に－
寺嶋康二一 橋商学論叢（一橋大学）
11 巻 2 号
経営慣行の普及研究の潮流：既存研究
のレビューと今後の課題
内田大輔 一橋商学論叢（一橋大学）
11 巻 2 号
繰延税金資産の回収可能性の判断にお
ける経営者の裁量と監査の質
積 惟美 一橋商学論叢（一橋大学）11
巻2号
IFRS 導入後のドイツ会計法規範の解釈
佐藤誠二 同志社商学（同志社大学）
68 巻 3 号
ルールのタイプとそのパフォーマンス会
計規制のあり方に関する実験研究の現
状と展望－
田口聡志 同志社商学（同志社大学）
68 巻 3 号
ベンチャー企業における創業家経営者
による会計不正－DHB Industries,Inc.の
ケース－
酒井絢美 同志社商学（同志社大学）
68 巻 3 号
資金計算書論と資金会計論－三つの資
金会計論－
神森 智 松山大学論集（松山大学）28
巻4号
会計、その神話の崩壊(13)
田中茂次
税務会計研究の回顧と展望(11)－私の
学問研究の軌跡「衝撃論文回想記（その
３）」－
富岡幸雄
わが国の中小企業会計研究－過去・現
在・未来－
河﨑照行
欠損金の繰越控除制度、実は国を救う
－2015 年（平成 27 年）税制改正の救済
効果－
吉岡正道
管理会計学と管理会計実務の乖離と融
合
福島一矩、篠原巨司馬
会計の認識と理論研究
上野清貴
広島県信用組合における横領隠蔽事件
についての会計分析－協同組織金融機
関の制度的特性と会計的帰結－
星野一郎
キャッシュフローによる簿記教育
孔炳龍

IASB 概念フレームワーク公開草案にお
ける測定の特質－割引現在価値の利用
方法を通じて－
金子友裕
政府補助金による有形固定資産の取得
の会計処理－国際会計基準第 20 号「政
府補助金の会計処理および政府助成の
開示」の分析－
吉田智也
個人の戦略実行を促す経営管理の仕組
み－戦略実行と業務実施の業積測定・
評価－
伊藤武志
(以上 12 件、経理研究（中央大学）59
号)
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