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日本財務管理学会第日本財務管理学会第日本財務管理学会第日本財務管理学会第 3７７７７回秋季全国大会回秋季全国大会回秋季全国大会回秋季全国大会のののの開催開催開催開催にあたってにあたってにあたってにあたって 

                      大会準備委員長 関西大学 水野一郎 

 

会員の皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。 

 さて、本日（平成 25 年 11 月 2 日）、関西大学（大阪・千里山キャンパス 100 周年記念会

館）において、日本財務管理学会第 37 回秋季全国大会を開催することになりました。関西

大学ではこれまで多くの学会の全国大会を開催させていただきましたが、日本財務管理学

会の全国大会は初めてであり、開催校としては大変光栄に存じております。 

本大会では午前中に 3 つの会場で新進気鋭の若手の大学院生から研究実績が学会で高く

評価されている著名な研究者の先生方より９つの自由論題報告を予定しています。また午

後からは関西大学名誉教授、末政芳信先生より長年のご研究の成果の一端として「トヨタ

のセグメント情報について」をテーマとする記念講演、そして経営理念を重視し、医療分

野のコンサルティング会社としてその発展が注目されている（株）日本経営の藤澤功明社

長からは「日本経営の経営理念と経営戦略」と題する特別講演を予定しております。 

さらに本大会の統一論題は「病院経営と財務管理」を共通テーマとして、この領域の各

界の専門家を統一論題報告者としてお迎えいたしました。田中伸（慈慶医療科学大学院大

学准教授）、和田頼知（監査法人トーマツパブリックセクター・ヘルスケア部門長）、挽文

子（一橋大学大学院教授）の各先生方です。またこのコーディネーターとして本学会副会

長の小松章先生（武蔵野大学教授）と医師で医療現場にもおられた医学研究者の武田裕先

生（慈慶医療科学大学院大学学長）、さらに討論者として公認会計士の山田拓幸先生（公認

会計士関大会会長）をお願いしております。 

本大会のこのようなプログラムを公表して以降、会員のみならず会員以外の皆様方から

の問い合わせも数多くいただいております。本大会での報告や議論が皆様方の今後のご研

究やお仕事に新たな刺激と示唆を与える実りある大会になることを開催校として心より祈

念しております。 

最後になりましたが、本大会の開催にあたって多大なご支援とご協力をいただきました

関係各位に厚くお礼申し上げます。 

                  

                     日本財務管理管理学会第 37 回秋季全国大会 

                         準備委員長   水 野 一 郎 

                          準備委員    田村 香月子 

                                                                岡  照 二 

                                                                河 瀬 宏 則 

 
  



日本財務管理学会日本財務管理学会日本財務管理学会日本財務管理学会 第第第第 37 回秋季全国大会回秋季全国大会回秋季全国大会回秋季全国大会 プログラムプログラムプログラムプログラム 

 

日時 2013 年 11 月 2 日（土） 受付 9：30 から 

場所 関西大学 100 周年記念会館（千里山キャンパス） 

 

午前の部 10：00〜11：55 自由論題報告（報告 20 分、コメント 5 分、質疑応答 10 分） 

 

第１会場（第１会議室） 

司会 佐久間 信夫 氏（創価大学） 

第１報告 

10：00〜10：35 

「海外利益が経営者予想に与える影響に関する実証分析」 

   報告者 河瀬 宏則 氏（関西大学大学院博士課程後期課程） 

   討論者 関野 賢 氏（近畿大学） 

第２報告 

10：40〜11：15 

「日本航空の“Ｖ字回復”に関する一考察」 

   報告者 桒田 彰 氏（NHK 学園高等学校） 

   討論者 山本 卓 氏（日本不動産研究所） 

第３報告 

11：20〜11：55 

「地方銀行による地域密着型金融の推進と M&A・事業承継支援業務」 

   報告者 杉浦 慶一 氏（株式会社日本バイアウト研究所） 

   討論者 中井 透 氏（京都産業大学） 

 

第２会場（第２会議室） 

 司会 小林 康宏 氏（神奈川大学） 

第１報告 

10：00〜10：35 

「資本性借入金に関する考察」 

   報告者 本田 泰郎 氏（金沢学院大学大学院博士後期課程） 

   討論者 松村 勝弘 氏（立命館大学大学院） 

第２報告 

10：40〜11：15 

「大規模小売業の倒産過程における経営と財務戦略─バブル崩壊前後

の経営政策と銀行取引を中心にして─」 

   報告者 目 篤 氏（株式会社セブン−イレブン・ジャパン） 

   討論者 松井 富佐男 氏（静岡産業大学） 

第３報告 

11：20〜11：55 

「日本企業の経営システムに関する実証研究」 

   報告者 松村 勝弘 氏（立命館大学大学院） 

       飛田 努 氏（福岡大学） 

       篠田 朝也 氏（北海道大学大学院） 

       田中 伸 氏（滋慶医療科学大学院大学） 

   討論者 小山 明宏 氏（学習院大学） 

 



第３会場（第３会議室） 

 司会 田淵 進 氏（大阪経済大学） 

第１報告 

10：00〜10：35 

「再エネの自律的事業モデルに関する考察 ―固定価格買取制度の課

題を見据えて―」 

   報告者 岡 圭介 氏（立教大学大学院博士後期課程） 

   討論者 田村 香月子 氏（関西大学） 

第２報告 

10：40〜11：15 

「中小企業金融円滑化法をどうみるか ―清算主義と安定化論の観点

から―」 

   報告者 竹田 聡 氏（愛知大学） 

   討論者 伊藤 忠治 氏（淑徳大学） 

第３報告 

11：20〜11：55 

「プライシング・モデルによる近代クラッシュの考察 ―ブラック・マ

ンデー（1987）とリーマンショック（2008）の比較から―」 

   報告者 佐藤 猛 氏（日本大学） 

   討論者 竹田 聡 氏（愛知大学） 

 

  9：30〜17：00 

 12：00〜12：45 

会員控室 ：第４会議室 

昼食   ：100 周年記念会館レストラン「紫紺」  

      もしくは学内外の食堂等をご利用ください 

 

 11：20〜11：50 年報編集委員会 ：第１特別会議室 

 12：00〜12：45 理事会・役員会 ：第１特別会議室 

 

午後の部 

 

 12：50〜13：20 会員総会 ：ホール１ 

 

記念講演 ホール１（講演 40 分） 

司会 水野 一郎 氏（関西大学） 

 13：30〜14：10 

 

「トヨタのセグメント情報について」 

   講演者 末政 芳信 氏（関西大学名誉教授） 

 

特別講演 ホール 1（講演 40 分） 

司会 水野 一郎 氏（関西大学） 

 14：15〜14：55 

 

「日本経営の経営理念と経営戦略」 

   講演者 藤澤 功明 氏（株式会社日本経営 代表取締役社長） 

 

 14：55〜15：10  ＜ 休憩 ＞ 



統一論題報告 ホール 1 統一論

コーディネーター 小松章氏

 15：10〜15：40 「国立病院
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 18：00〜19：30  懇親会
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統一論題『病院経営と財務管理』 

小松章氏（武蔵野大学）・武田裕氏（滋慶医療科学大学院大学

国立病院の財務分析」 

   田中 伸 氏（滋慶医療科学大学院大学） 

病院経営の現状と課題〜公認会計士の観点から〜」

   和田 頼知 氏（監査法人トーマツ パブリックセクター・ヘル

   スケア部門長） 

病院経営へのアメーバ経営の導入」 
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