受入図書資料（338）
(*)印は寄贈図書
(-)印は移管図書

[会計監査]
よくわかる国立大学法人会計基準第 8
版- 実践詳解新日本有限責任監査法人 編 白桃書
房(*)
学校法人会計ハンドブック-平成 29 年
版新日本有限責任監査法人 編 学校税
理研究会(*)
IT 会計帳簿論-IT 会計帳簿が変える経
営と監査の未来中村元彦 著 白桃書房(*)
[税務]
平成 30 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(*)
日税研論集 VOL73-税源浸食と利益移
転（BEPS)対策税制日本税務研究センター 編 日本税務
研究センター(*)
[その他]
財政金融統計月報 第 787 号（平成 28
年度）
財務省財務総合政策研究所 編 財務
省財務総合政策研究所(*)
会社法決算書の読み方・作り方 第 12
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(*)
六法全書 1（平成 30 年版）
六法全書 2（平成 30 年版）
山下友信・宇賀克也・中里実 編集
有斐閣(*)
事業継承法務のすべて
日本弁護士連合会・日弁連中小企業
法律支援センター 編 金融財政事情
研究会(*)
会社四季報（2018 年第 2 集）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
57 号
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

学内機関誌から（338）
-論題紹介-

法人税法22条4項に関する考察－公正処
理基準と公正会計慣行との関係性を基に

－
井上太人 商学論集（熊本学園大学）22
巻1号
貸倒損失に関する法解釈の枠組み
永吉昭和 商学論集（熊本学園大学）22
巻1号
減価償却基金拡大効果・再論－フィクシ
ョンとしての減価－
藤田昌也 商学論集（熊本学園大学）22
巻1号
複式簿記と受託責任－会計学の基本問題
〔Ⅱ〕(4)－
友岡 賛 三田商学研究（慶應義塾大
学）60 巻 4 号
研究ノート：クリーン・サープラス関係
と複式簿記
木村太一 三田商学研究（慶應義塾大
学）60 巻 4 号
会計の構造的枠組みの境界－会計学の基
本問題〔Ⅱ〕(5)－
友岡 賛 三田商学研究
（慶應義塾大学
60 巻 5 号）
収益費用観・資産負債観に関するふたつ
の検討課題(1)
笠井昭次 三田商学研究（慶應義塾大
学）60 巻 5 号
収益費用アプローチ、取得原価主義、そ
して名目資本維持－会計学の基本問題
〔Ⅱ〕(6)－
友岡 賛 三田商学研究（慶應義塾大
学）60 巻 6 号
江戸時代以前の和式帳合－日本会計通
史・序説(1)－
友岡 賛 三田商学研究（慶應義塾大
学）60 巻 6 号
収益費用観・資産負債観に関するふたつ
の検討課題(2)
笠井昭次 三田商学研究（慶應義塾大
学）60 巻 6 号
会計不正に対する投資家の反応－不正発
覚から訂正完了までを対象として－
前川南加子 横浜国際社会科学研究
（横
浜国立大学）22 巻 4･5･6 号
保険負債の測定とウィンドフォールの会
計処理
川﨑芙有 高千穂論叢（高千穂大学）52
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(11)－
坂柳 明 商学研討（小樽商科大学）68
巻4号
研究ノート：改正地方自治法と監査基準
伊藤龍峰 商学論集（西南学院大学）64
巻4号
遺留分減殺請求権を行使した相続人の被
相続人に係る所得税の負担額
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岸野悦朗 南山経済研究（南山大学）32
巻3号
IFRS 適用企業の会計モデル～原価と価
値のハイブリッド構造と会計方針の関係
～
藤田敬司 社会システム研究
（立命館大
学）36 号
「売上高・売上原価対立法」を巡って－
安平説、木村説、田中理論の検討を通じ
て－
中瀬忠和 経済系（関東学院大学）273
集
研究ノート：事業再生会計の構築に係る
一考察－日本公認会計士協会会計制度委
員会研究報告第 11 号の考察－
野村智夫 経済系（関東学院大学）273
集
財務業績計算書の様式と測定属性の選択
赤城諭士 商経論叢（九州産業大学）58
巻3号
わが国における相続税制の展開（後編）
浅川哲郎 商経論叢（九州産業大学）58
巻3号
移転価格税制に関する一考察－無形資産
取引を中心として－
阿部将成 富士大学紀要（富士大学）50
巻 20 号
ポイント取引の会計処理に関する一考察
－新しい会計処理の提案－
高橋広泰 富士大学紀要（富士大学）50
巻 20 号
電機・精密・情報企業の IFRS 導入の実態
分析と課題
大倉雄次郎 商学論集（関西大学）62
巻4号
「会計かるた」による学習者と教授者の
意識の相違の分析
柴 健次、鎌田啓貴 現代社会と会計
（関西大学）12 号
地方分権と会計及び監査基準
清水涼子 現代社会と会計（関西大学）
12 号
決算情報に関する Twitter の利用状況
富田知嗣 現代社会と会計（関西大学）
12 号
公正処理基準と通達上の損金経理の要請
酒井克彦 企業研究（中央大学）32 号
中曽根政権の売上税と闘う税務会計学研
究－税制公正化への闘いの歩み・1980 年
代後期・前編－
富岡幸雄 商学論纂（中央大学）59 巻
3･4 号
収入支出観の再展開－コジオールの収支
的貸借対照表－
上野清貴 商学論纂（中央大学）59 巻
5･6 号
監査等委員会と企業統治－IIA の「監査

委員会規程モデル」の検討をめぐって－
檜田信男 商学論纂（中央大学）59 巻
3･4 号
外国事業体の法人該当性と課税(2)
矢内一好 商学論纂（中央大学）59 巻
3･4 号
消費税法における著作権の譲渡又は貸付
と著作物の提供の区分問題
秋山高善
カナダにおける非居住信託の課税
漆 さき
EU における税務執行共助と納税者の権
利保護－情報交換におけるプライバシー
の権利を中心として－
髙橋理枝
竹下政権の消費税と闘う税務会計学研究
－税制公正化への闘いの歩み・1980 年代
後期・後編－
富岡幸雄
公認会計士法と金融商品取引法との整合
性－東芝の不正会計問題が残した課題－
児嶋 隆
納税者によるセルフサービスと租税行政
(1)－歳入当局による納税者サービスの
発展－
酒井克彦
外国事業体の法人該当性と課税(3)
矢内一好
税務会計の研究方法と課題－税務会計の
学的特質と大学における研究者の研究方
法－
柳 裕治
(以上 8 件、商学論纂（中央大学）59
巻 5･6 号)
日本企業の戦略経営高度化に寄与するマ
ネジメント・コントロールのあり方ー事
業業績を決定付ける戦略活動要素の管理
可能性向上を目指してー
小松原 聡
企業の競争優位と経営資源論
上野恭裕
内部統制のためのリスク管理
古賀健太郎
新公会計制度の活用に向けた地方公共団
体の取組みー富岡市の事例ー
松尾貴巳
(以上、4 件、同志社商学（同志社大学）
69 巻 6 号)
わが国会計・監査の発展と課題－青山学
院で過ごした時代を振り返りつつ－
八田進二
会計士の自主規制縮小と官規制拡大の均
衡点はあるのか－IFAC での国際活動（18
年間）を振り返って－
藤沼亜起
監査品質の向上を巡る諸問題
友杉芳正

監査の信頼性確保に向けた最近の取組と
動向
伊豫田隆俊
内部統制による改革の根っこはどこにあ
るのか？－経営戦略的見地から内部統制
を考える－
鳥飼重和
法人税法の「公正処理基準」に関する一
考察－不動産流動化実務指針（ビックカ
メラ事件）を題材として－
鵜川正樹
原価計算方法の選択と原価の正確さ
小倉 昇
税法における非上場株式の評価について
金田 勇
サステナビリティ会計とコーポレート・
ガバナンス
小西範幸
収益認識会計基準案と税務上の年度帰属
基準との差異に関する一考察
小林裕明
近時の監査規範の形成プロセス
多賀谷 充
会計倫理へのプラトン哲学の援用
久持英司
環境会計の開示の変化とその要因
牟禮恵美子
外部報告ツールとしての戦略マップ
（ Strategy Map ） ／ BSC （ Balanced
Scorecard）の利用可能性
山口直也
移転価格税制における文書化規定－アド
ビ事案の争点を踏まえて－
吉田修己
企業における日商簿記検定の利用状況－
東京証券取引所上場企業に対するアンケ
ート調査をもとに－
近藤 努
八田会計学の軌跡－その原点と展開－
橋本 尚
八田進二教授の会計・監査社会への関わ
りと貢献
町田祥弘
(以上 18 件、
会計プロフェッション
（青
山学院大学）13 号)
我が国の公認会計士監査制度の現状と課
題
小澤元秀
日本トップ 500 社の比較分析による社会
価値創造会計
紺野 剛
BEPS と国際租税戦略の動向
明石英司
EU 会計制度と Brexit
小関誠三
マネジメント・コントロールと会計情報
システム
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中原國尋
日本の会計と関連事情
長谷川茂男
税務・ファイナンス・会計
渡辺智之
ファイナンスと会計上の見積もり
川北英隆
(以上、8 件、CGSA フォーラム（中央大
学）16 号)

