
                                                       2013 年 5 月 7 日 会員各位 

                    日本財務管理学会第 36 回春季全国大会                          大会実行委員長  佐藤 猛 

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 33336666 回春季全国大会プログラムのご案内回春季全国大会プログラムのご案内回春季全国大会プログラムのご案内回春季全国大会プログラムのご案内    拝啓  新緑の候、会員の皆様にはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。 来たる 6 月 8 日(土)、日本大学商学部キャンパス(東京都世田谷区砧)を会場に、日本財務管理学会第 36 回春季全国大会を開催いたします。ここに大会プログラムが出来上がりましたのでご送付申し上げます。  午前には、3 つの報告会場で合計 6 名の自由論題報告が行われます。午後には、はじめに、記念講演を行い、つづいて、統一論題『証券市場と会社財務』として、3 名のパネラー報告のもとでシンポジウムを開催いたします。 会員の皆様にはご多用とは存じますが、万障お繰り合わせの上、ご参集賜りますようお願い申し上げます。 敬具 記 

 

1. 日時    2013 年 6 月 8 日(土) 

2. 会場    日本大学商学部  2 号館および 3 号館（東京都世田谷区砧） 

3. 大会参加費 2,000 円(院生会員 1,000 円) 

4. 懇親会費  3,000 円(院生会員 2,000 円) 

5. 昼食弁当  1,000 円＜当日は学内の食堂を利用可、近くにコンビニもあります。＞ 

6. 申込および送金方法   大会参加費、懇親会費および昼食弁当のご送金につきましては、6 月 4 日まで   に同封の郵便振替用紙にてお振り込みください。お振り込みいただいた領収書   については、振替用紙で代替させていただきます。なお、振込受領書は、念の   ため、大会当日にご持参していただければ有難く存じます。 

 

7. 大会連絡先 〒157-8570 東京都世田谷区砧 5-2-1 日本大学商学部 佐藤猛研究室（402 号室）気付 日本財務管理学会 第 36 回春季全国大会  大会準備事務局   佐藤 猛 E-mail< satou.takeshi.@nihon-u.ac.jp > 

Tel 03-3749-6899(研究室),090-0824 -8322（携帯）Fax03-3417-1681（庶務課） 

 



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 36363636 回春季全国大会プログラム回春季全国大会プログラム回春季全国大会プログラム回春季全国大会プログラム    日時 2013 年 6 月 8 日（土） 受付 9：30 から 場所 日本大学商学部 2 号館 4 階 

 午前の部午前の部午前の部午前の部    10101010：：：：00000000～～～～11111111：：：：55555555 自由論題報告自由論題報告自由論題報告自由論題報告（報告（報告（報告（報告 30303030 分、コメント分、コメント分、コメント分、コメント 10101010 分・質疑応答分・質疑応答分・質疑応答分・質疑応答 15151515 分）分）分）分）    

 第 1 会場（教室）2401(4 階)・2 号館                                 司会 小林 康宏氏（神奈川大学） 第 1 報告 

 10：00～ 10：55 

「金融商品会計とコーポレートガバナンス開示規制－持合 株式の時価評価と保有目的開示を中心に－」 

 報告者 箕輪 徳二氏（埼玉学園大学）   討論者 増尾 賢一氏 （中央学院大学）  第 2 報告  11：00～11：55 

 

「成熟段階の企業金融」   報告者 高橋 衛氏（常葉大学）          討論者 佐藤 猛氏（日本大学） 

 

 第 2 会場（教室）2402(4 階)・2 号館                         司会 佐久間 信夫氏（創価大学） 第 1 報告  10：00～ 10：55 

「戦後日本の内部統制制度について」           報告者 鈴木 芳治氏（三井住友海上）                討論者 小山 明宏氏（学習院大学） 第 2 報告  11：00～11 ：55 

 

「米国の動産リース会計の導入の背景について」            報告者 小南 和雄氏（元 NEC） 討論者 大野 智弘氏（創価女子短期大学）          

 

 

 

 

 



 第 3 会場（教室）2403(4 階)・2 号館                        司会 小松 章氏（武蔵野大学） 第 1 報告 

  10：00～ 10 :55 

 

 

 第 2 報告 

11：00～ 11:55 
「純粋持株会社の財務の実態的考察」 

         報告者 酒巻 雅純氏（埼玉大学・院修了生） 討論者 牧浦 健二氏（近畿大学）  「シャンド検査までの銀行検査―創立当初の国立銀行における財務制度の特徴とガバナンス」 

          報告者 白坂 亨氏 （大東文化大学）        討論者 伊藤 忠治氏 （淑徳大学） 

 

 

9：30～ 

 

12：00～13：30 

会員控室 ：2404(弁当注文した方はここでお受け取りください。) 役員控室 ：2405 昼食   ：2401 もしくは 2402 をご利用ください。 

 

 

11：00～11：55 年報編集委員会  本館(3 階)32 会議室      

12：00～13：30 理事会・役員会  本館(3 階)大会議室 

 

 午後の部午後の部午後の部午後の部        

13：30～14：20 会員総会 ：3 号館 講堂(2 階) 

 

14141414：：：：30303030～～～～17171717：：：：45454545    記念講演・統一論題報告記念講演・統一論題報告記念講演・統一論題報告記念講演・統一論題報告    

 記念講演 ：3 号館 講堂(2 階)（講演 40分・質疑応答 10分）                       司会 三浦 后美氏（文京学院大学） 

14：30～15：20 「日本取引所グループの発足と自主規制法人の取組みについて」 

 武田 太老氏（東京証券取引所自主規制法人 常任理事）     15：20～15：30      ＜休憩＞   



統一論題報告 3 号館 講堂(2 階) 統一論題『証券市場と会社財務』 コーディネーター  松村 勝弘氏（立命館大学） 箕輪 徳二氏（埼玉学園大学） 
15：30～16：00 「証券取引所の上場推進活動」         小沼 泰之氏（東京証券取引所 執行役員上場推進部長） 

16：00～16：30 「国際会計基準の資本市場への影響」          徳賀 芳弘氏（京都大学大学院 教授）  

16：30～17：00 「企業の価値：ＣＳＲからＥＳＧへ」            河口 真理子氏（大和総研 調査本部主席研究員） 

17：00～17：40 総括と質疑・応答 

 （会員は所属、非会員は所属および職名を記載しています）    

17：40～17：45  閉会の辞 佐藤 猛（大会実行委員長）   

17：50～19：00 懇親会 会場 3 号館 1 階食堂：アゼリア 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

本館 理事会会場 3 階 大会議室     編集委員会 3 階 32 会議室 

自由論題発表会場 控室 

2 号館 4 階  2401-2405   

会員総会＆講演統一論題     3 号館講堂 2 階 懇親会会場        3 号館 1 階食堂 アゼリア    

校舎 



アクセスマップアクセスマップアクセスマップアクセスマップ    日本大学商学部 〒157-8570 東京都世田谷区砧 5-2-1   TEL03-3749-6712  

 

 

 

 

 

 

 

 


