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日本財務管理学会第 38 回春季全国大会 

2014年 6月 8日（日） 立教大学池袋キャンパス 

統一論題 : 中小企業と企業財務 

■受  付 9：00～16：30［マキムホール３階 M301 教室前］ 

■会員控室 9：00～17：00［マキムホール３階 M302］ 

  

■自由論題報告 9：30～12：20（報告時間 25 分，コメント 5 分，質疑 10 分） 

  
第１会場 

［マキムホールM301教室］ 

第２会場 

［11号館 A301教室］ 

第３会場 

［11号館 A304教室］ 

司会者 中嶋教夫（明星大学） 枡谷義男（立教大学） 田村香月子（関西大学） 

9：30

～

10：10 

報告者 
岡 圭介 

（立教大学大学院） 

金子晶宗 

（埼玉学園大学大学院） 

 テーマ 

3.11大震災後の原発事業企

業形態に関する考察 

－事業発展過程と事業者の

ダイナミックスを中心に－ 

わが国証券市場における

信用取引の変遷と 

経済的意義 

コメン

テータ 
三浦后美（文京学院大学） 馬場大治（甲南大学） 

10：10

～

10：50 

報告者 
馬場晋一 

（立教大学大学院） 
相馬一天（日本経済大学） 桑原和典（琉球大学） 

テーマ 

企業体の発生と 

インフォーマリティの 

役割について 

日本の ABLの今日的課題

と企業財務との関わり 

株式分割が株式時価総額に

与える影響について～バリ

ュー株仮説および流動性リ

スク仮説の視点から～ 

コメン

テータ 
内田直仁（宮城大学） 佐藤 猛（日本大学） 清松敏雄（多摩大学） 

司会者 
澁澤 洋 

（大阪府都市開発） 
松井泰則（立教大学） 高橋 衛（常葉大学） 

11：00

～

11：40 

報告者 
酒巻雅純 

（東京証券取引所） 
増尾賢一（中央学院大学） 竹田 聡（愛知大学） 

テーマ 

 

ソフトバンクの買収によ

る成長戦略とその影響 

 

日本の有価証券評価制度の

生成に関する歴史的考察 

グローバル市場ポートフ

ォリオとマクロ投資戦略 

コメン

テータ 
小南和雄（元NEC） 染谷好寛（草加市役所） 阿部圭司（高崎経済大学） 

11：40

～

12：20 

報告者 中井 誠（四天王寺大学） 
杉浦慶一 

（日本バイアウト研究所） 
文堂弘之（常磐大学） 

テーマ 

 

わが国電機産業が抱える 

財務的課題と将来像 

 

地方における中小企業の

M&Aの課題と展望 ～ア

ンケート調査結果から～ 

TOBの買収プレミアムと

ターゲット企業の 

財務的特徴 

コメン

テータ 
岩崎 功（和光大学） 田中佑児（東京都民銀行） 境 睦（桜美林大学） 

■年報編集委員会 11：40～12：20［11 号館 A302 教室］ 

■理  事  会 12：20～13：30［11 号館 A303 教室］ 



 

 

■統一論題報告 13：30～15：10［マキムホール M301 教室］ 

統一テーマ：中小企業と企業財務 

司会：青淵正幸（立教大学） 

第１報告 
中西 哲（ディールクリエーション） 

「金融円滑化法終了後の中小企業金融」 

第２報告 
林 幸治（大阪商業大学） 

「中小企業集積地における資金調達の課題と多様化の必要性」 

第３報告 
中井 透（京都産業大学） 

「中小企業の事業承継と財務パフォーマンス」 

第４報告 
飛田 努（福岡大学） 

「中小企業の管理会計実務：利益管理とキャッシュ・フロー管理」 

 

■統一論題シンポジウム 15：30～16：30［マキムホール M301 教室］ 

座長：亀川雅人（立教大学） 

パネリスト 

中西 哲（ディールクリエーション）  林 幸治（大阪商業大学） 

中井 透（京都産業大学）       飛田 努（福岡大学） 

 

■会員総会 16：40～17：30［マキムホールM301教室］ 

■懇 親 会 17：40～19：30［第一食堂２階藤だな］ 

［立教大学池袋キャンパスへのご案内］ 

 

地下道の最寄り出入口 

大会会場（11号館・マキムホール） 



 

 

◇◇ 参 加 要 領 ◇◇ 
【お申込方法・大会参加費等】 

 同封またはゆうちょ銀行・郵便局備え付けの郵便振替用紙にて大会参加費等（下表）をお振り込みください。お

振込手続きをもって参加申込とさせていただきます。準備の都合上、6 月 2 日（月）までにお手続きをお願いいたし

ます。念のため、払込用紙の控え（コピー可）をご持参ください。なお、大会参加費は、事前申込と当日申込では

金額が異なりますのでご注意ください。 

 

【大会参加費等の払込口座のご案内】 

郵便振替口座 記号番号：00130-5-695643 

口座名称：日本財務管理学会第 38回春季全国大会 

  ○ゆうちょ銀行以外の金融機関から送金される場合は、以下の口座情報をご利用ください。 

金融機関名：ゆうちょ銀行  店  名：〇一九店 

 預 金 種 目：当座      口座番号：0695643 

 口 座 名 称：ニホンザイムカンリガツカイダイサンジユウハチカイシユンキゼンコクタイカイ 

 

【大会参加費等一覧】 

申込区分 一般／院生 
事前申込 

（振込：6/2まで）※１ 
当日申込（現金払） 

大 会 参 加 費 
一般 ￥２，０００ ￥３，０００ 

院生※２ ￥１，０００ ￥１，５００ 

懇 親 会 費 
一般 ￥３，０００ ￥３，０００ 

院生※２ ￥２，０００ ￥２，０００ 

弁  当  代 ※３  一般／院生 ￥  ９００ ― 

※１：払込手数料は別途ご負担ください。 

※2：大学院生の方は院生会費にてご参加いただけます。事前申込の方は振替用紙に在籍大学院名をご記入ください。

当日申込の方は受付時に学生証をご提示ください。 

※3：昼食（弁当）をご希望の方はお申し込みください。大会当日、学内の売店は閉まっておりますが、立教大学の周辺（学

外）には、食堂や弁当店、コンビニエンスストアがございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本財務管理学会第 38回春季全国大会準備委員会 

大会準備委員長 亀川雅人（立教大学） 

  委員 松井泰則（立教大学）  枡谷義男（立教大学） 

     青淵正幸（立教大学）  清松敏雄（多摩大学） 

    

◇お問い合わせ先 E-mail  jfma38sp@ml.rikkyo.ac.jp 

〒171-8501 東京都豊島区西池袋 3-34-1 

     立教大学経営学部／大学院ビジネスデザイン研究科 


