JAPAN FINANCIAL MANAGEMENT ASSOCIATION
日本財務管理学会
第45回 秋季全国大会プログラム
統一論題

「現場力を投影する実践的財務戦略
−コストを「張る」という意義とその本質的課題−」

日時

2017年10月28日（土） 9：35 〜17：50

会場

兵庫県立大学神戸商科キャンパス及び学園都市駅前UNITY
協 賛 企 業（敬称略）
日本経済新聞社デジタル事業部B toB ユニット
株式会社プロネクサス
中央自動車工業株式会社
木村化工機株式会社
マージェント・ジャパン株式会社
日本経営グループ

※ 大会参加費および懇親会費
一
般
大学院生＊

参 加 要 領

大会参加費
3,000円（当日払い4,000円）
2,000円（当日払い2,500円）

懇親会費
4,000円（当日払い5,000円）

＊院生の方は、ゆうちょ銀行払込取扱票の通信欄に、必ず「在籍大学院名」
とお書き添え頂き、参加当日受
付時に学生証をご提示下さい。
※昼食弁当（1,000円）
は事前予約のみになっています。
なお、本大会は、午後の部からは学園都市駅前「ＵＮＩ
ＴＹ会場」で行います。そのため、昼食は地下鉄学
園都市駅前の各種飲食店をご利用して頂くと便利です
（当日の配布物の中にグルメマップを入れており
ます）
。
（大会参加費、懇親会費、昼食弁当の合計額）
※申込方法 同封のゆうちょ銀行払込取扱票に、必要事項
をご記入の上、9月25日
（月）
までにお振込み下さい。この払込金受領証をもって領収書に替えさせて
頂きます。念のために、学会当日にその受領証をご持参下さい。なお、当日払いの場合にも、ご出欠
を9月22日
（金）
までに、下記のアドレスまでメールにてお知らせ下さい。

連絡先

大会事務局
メールアドレス

E-mail : zaimukanri2017kobe45@gmail.com

日 本

財

務 管

理

学 会

第45回秋季全国大会の開催のご案内
謹啓
会員各位におかれましては、
ますます健勝のこととお慶び申し上げます。
さて、本年10月28日
（土）
に、下記のプログラムに従い日本財務管理学会第45回秋季全国大会を、兵庫県立大学
（神戸商科キャンパス）
ならびに
「UNITY
（神戸研究学園都市大学共同利用施設）
」
にて開催致します。
兵庫県立大学では、
これまでに多くの学会の全国大会を開催させて頂きましたが、
日本財務管理学会の全国大会
は初めてです。開催校として、
本学および本大会の実行委員会ともども大変光栄に存じています。
さて、本大会では、午前の部は神戸商科キャンパスで4つの教室を使い、大学院生を含めた総勢12名の先生方に4
つのセッションに分かれて頂き、
自由論題報告テーマのキーワードをセッションごとに表示しています。
また、午後の部は神戸市営地下鉄学園都市駅前のUNITYにて、会員総会をはじめ、特別講演会および学会統一論
題の報告会
（基調報告会およびシンポジウム）
を行うことにしています。
特別講演会には、兵庫県立大学大学院減災復興政策研究科の加藤恵正
（よしまさ）
教授を講師として本大会にお招
きし、
加藤先生の長年のご研究成果の一端として、
「都市を動かす − 巨大災害からの再生とこれから − 」
をテーマに、
去る1995年
（平成7年）
1月17日午前6時前に発生した、あの阪神淡路大震災によって大惨事の現場と化した神戸の
まちが、
その後どのような変遷を辿って再生しているのか。そして、再生現場のこれからをどうすべきか等を、
語っても
らえることになっています。
また、学会統一論題報告会では、
「現場力を投影する実践的財務戦略 − コストを「張る」という意義とその本質的
課題 − 」
を共通テーマにして、上山修一氏
（兵庫県立大学大学院経営研究科客員教授）
、坂田信一郎氏
（中央自動車工
業株式会社代表取締役社長）
、藤本秀俊氏
（兵庫県立大学大学院経営研究科特任教授）
の3人の方に、
この紹介の順
番通りに登壇して頂き、
それぞれ3人の掲げたサブテーマに沿って基調報告を行ってもらいます。
この基調報告の終了後、休憩をはさみ、統一論題のシンポジウムを行います。このシンポジウムのパネラーには、基
調報告者3名の方々と先の特別講演者の加藤教授にも加わってもらい、統一論題報告会場のフロアーの皆様ととも
に、
「現場力」
「
、コスト」
をめぐる本質的な課題を、質疑応答をしながら活発に議論をしてもらうためのパネルディスカッ
ションを行うことにしています。なお、
この統一論題報告セッションの司会者には、本学会の会長である中井透先生
（京
都産業大学経営学部教授）
にお願いしています。
さらに、統一論題報告セッションの終了後には、本大会のもう一つの重要なイベントが待っています。本大会の参加
者の方全員に参加して頂きたい企画満載の懇親会です。懇親会の場所は、UNITY内の会場です。本大会を盛会の内
に終えるために、
われわれ実行委員会では、実行委員各自が色々なアイデアならびに趣向を凝らし、
スタッフ一同心か
らの
「おもてなし」
となるように、
この懇親会を企画しています。
何かとご多忙な皆様方であるとは存じますが、万障お繰り合わせの上、多くの皆様方に本大会へのご参加を賜わり
たく存じます。われわれ大会実行委員会スタッフ一同、
皆様方と本大会でお会いできることを楽しみにしています。
敬具
2017年9月9日
日本財務管理学会

第45回秋季全国大会実行委員会
実行委員長 安田義郎
実行委員会スタッフ一同

“日経の確かな情報で、企業ガバナンスを紐解く”

企業ガバナンス
関連データセット
上場会社の時系列データを統一フォーマットで
日経独自の調査・評価データも
集計・分析に適したフラグ化した情報

コーポレートガバナンス
報告書

株主総 会
関連データ

ガバナンスの体制、社外取締役人数、

株 主 総 会 の 議 案 と 決 議 結 果 を 収 録。

監査体制、報酬額の開示状況、買収

各 議 案 お よ び 定 款 変 更 議 案 は、内

防衛策の有無などを収録。

容の分類も付与しています。

企業ガバナンスの多面的な分析に
必要となる詳細なデータと、ガバ
ナンス評価を行うツールをExcel
もしくはCSVでご提供します。

企業リスク
ウオッチ

コーポレート・ガバナンス
評価システム (NEEDS-Cges)

役員数、役員報酬額、女性役員比率、

不適切会計、情報流出、社員の不祥事

約150指標をもとに上場企業の企業統治度

個別役員の氏名、担当職などを収録。

など企業のガバナンスやコンプライ

を定量的に評価、特徴を多角的に把握する

アンスに関わる情報を収録。

ためのツールです。

役 員

利用者のガバナンスに対する考え方を反映
したランキングが作成できます。

個別役員報酬

監査法人・監査意見

有報「コーポレート・ガバナンスの状況

有報「監査報告書」より監査法人名、

企業統治に関する研究などで幅広くご活用

等」より、報酬、賞与、退職慰労金、

会計士、監査意見を収録。

いただけます。

ストックオプションなどを収録。

お 問 い 合 わ せ ・ お 申し込 み は

また、関連する基礎データを数多く収録。

各データ、ツールの提供形態・収録対象期間は異なります。

詳細なパンフレットなどをご用意しております。詳しくはお問い合わせください。
資料請求・お問い合わせ

〒100-8066 東京都千代田区大手町 1-3-7

（03）
6256-2581

メールでのお問い合わせ

needs @ nikkei.co.jp

第45回秋季全国大会プログラム
（午前の部）
日 時：2017年10月28日
（土） 9：35 〜 12：00
場

所：兵庫県立大学 神戸商科キャンパス
（教育棟Ⅰ）

受付開始時間 ／ 9：05 〜 受付場所 ／ 教育棟ⅠC102教室前ロビー
会員控室 ／ 教育棟ⅠC103教室

9：35 〜 12：00
「自 由 論 題 報 告 会」
［ 30分報告、15分コメントおよび質疑応答 合計45分 ］
（敬称略）

第1会場
（C201教室） 《セッション1 ・
・
・ 不良債権問題・情報の実態分析・銀行の信用割当》
●司会者／大坂
9：35〜10：20

良宏
（石巻専修大学）
報告テーマ／
「ベトナムの不良債権問題に関する一考察」
報告者／グェンヴィンタィン
（桜美林大学大学院国際学研究科博士課程）
討論者／高橋
衛
（常葉大学）

（休憩5分）
10：25〜11：10

報告テーマ／
「人的資源に関する情報開示の実態分析-定量情報を中心として−」
報告者／唐
雨 （北海道大学大学院経済学院博士後期課程）
討論者／松村 勝弘
（立命館大学 名誉教授）

（休憩5分）
11：15〜12：00

報告テーマ／
「企業財務と銀行の信用割当-資本市場の価格機能と銀行行動−」
報告者／高橋 隆太
（立教大学大学院ビジネスデザイン研究科博士後期課程）
討論者／関野
賢
（近畿大学）

第2会場
（C202教室） 《セッション2 ・
・
・ 航空機リース・支払能力分析・格差問題の財務分析》
●司会者／小林
9：35〜10：20

康宏
（神奈川大学）
報告テーマ／
「航空機リースとその財務報告に関する一考察」
報告者／桒田
彰
（広島大学大学院社会科学研究科博士課程後期）
討論者／三浦 后美
（文京学院大学）

（休憩5分）
10：25〜11：10

報告テーマ／
「タカタの支払能力分析」
報告者／古山 徹
（日経メディアマーケティング）
討論者／飛田 努
（福岡大学）

（休憩5分）
11：15〜12：00

報告テーマ／
「格差問題のファイナンス的分析−株価モデルからの分析−」
報告者／亀川 雅人
（立教大学）
討論者／市村
誠
（中央大学）

第3会場
（C104教室） 《セッション3 ・
・
・ 会計情報・ヘルスケアリート・経営者報酬》
●司会者／篠田

朝也
（北海道大学）
報告テーマ／
「会計情報の適正性−企業会計基準に関連して−」
報告者／氏原 茂樹
（豊橋創造大学）
討論者／大野 智弘
（創価女子短期大学）

9：35〜10：20
（休憩5分）

報告テーマ／
「ヘルスケアリート施設の現況と課題」
報告者／森
宏之
（青森大学）
討論者／山本
卓
（明海大学）

10：25〜11：10
（休憩5分）

報告テーマ／
「日本企業の経営者報酬制度の展望とそのあり方」
報告者／境
睦
（桜美林大学）
討論者／馬場 大治
（甲南大学）

11：15〜12：00

第4会場
（C105教室） 《セッション4 ・
・
・ 企業の資金調達・地方の資金調達機関》
●司会者／水野

博志
（福岡大学）

9：35〜10：20

報告テーマ／「ニュージーランドにおける新たな地方共同資金調達機関（LGFA）の誕生−
ニュージーランドのインフラ投資需要と金融市場の環境変化を中心に−」
報告者／江夏あかね
（野村資本市場研究所）
討論者／目
篤
（セブン・フィナンシャルサービス）

（休憩5分）
10：25〜11：10

報告テーマ／
「創業における発行市場のアクティベーションモデル−
佐世保市の事例を中心として−」
報告者／馬場 晋一
（長崎県立大学）
討論者／竹田
聡
（愛知大学）

（休憩5分）
11：15〜12：00

報告テーマ／
「日本企業の資金調達の効率性について」
報告者／目
篤
（セブン・フィナンシャルサービス）
討論者／赤石 篤紀
（北海学園大学）

11：25〜12：00

年報編集委員会
（研究棟Ⅰ1階108会議室）

11：25〜12：00

学会賞選考委員会
（研究棟Ⅰ1階105会議室）

12：15〜13：05

理事会
（本部棟2階大会議室）

12：00〜13：30

昼食休憩

午後の部は、13：30から神戸市営地下鉄学園都市駅前のUNITY
（神戸研究学園都市大学共同利用施設）

にて行います。13：30から会員総会をUNITY2階のセミナー室
（4）
にて始めますので、昼食は学園都市駅
前の各種飲食店をご利用下さい
（当日の配布物にグルメマップを入れています）
。
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第45回秋季全国大会プログラム
（午後の部）
日 時：2017年10月28日
（土） 13：30〜17：50
場

所：UNITY
（神戸研究学園都市大学共同利用施設 2階セミナー室
（4）
）

受付開始時間 ／ 13：00〜 受付場所／2階セミナー室
（4）
前ロビー
会員控室 ／ 共同研究室

13：30〜14：20

会員総会 ・ 学会賞表彰式

14：25〜15：20 特別プログラムセッション：
「特別記念講演会」

（敬称略）

「都市を動かす−巨大災害からの再生とこれから−」
講演者／加藤 恵正
（兵庫県立大学大学院減災復興政策研究科 教授）
司会者／安田 義郎
（大会実行委員長 兵庫県立大学大学院経営研究科 教授）

15：25〜17：50 「統一論題報告セッション
（基調講演会、シンポジウム）
」

（敬称略）

統一論題テーマ：
「現場力を投影する実践的財務戦略 − コストを
「張る」
という意義とその本質的課題 − 」
15：25〜15：35 基調報告会
司会 ・ 報告者の紹介／中井

透
（日本財務管理学会会長 京都産業大学 教授）

15：35〜16：05
テーマ／
「企業現場のコスト意識と全社的マネジメントとの関わり
（外部専門家からの視点）
」
第1報告者／上山 修一
（兵庫県立大学大学院経営研究科 客員教授）
16：05〜16：35
テーマ／
「当社の現場でのコスト位置付けとその影響力」
第2報告者／坂田信一郎
（中央自動車工業株式会社 代表取締役社長）
16：35〜17：05
テーマ／
「健全な組織と不健全な組織の実践的差異」
第3報告者／藤本 秀俊
（兵庫県立大学大学院経営研究科 特任教授）
17：05〜17：15 休

憩

17：15〜17：50 シンポジウム
（パネルディスカッション）（パネラー／上山、坂田、藤本、加藤）
17：50〜17：55 閉会の辞／安田

義郎
（実行委員長）

18：00〜20：00 懇親会
（会場：UNITY 和室）
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●ユニバープラザ内に

「UNITY
（ユニティ）
」
があります。

●学園都市駅から兵庫県立大学神

戸商科キャンパスまでの道順は

「会場案内」ページをご参照くだ
さい。

理事会会場

神戸芸術工科大学

受付
報告会場
年報編集委員会会場
学会賞選考委員会会場

兵庫県立大学 神戸商科キャンパス
〒651-2197 神戸市西区学園西町 8-2-1

会場案内

＜学園都市駅から兵庫県立大学神戸商科キャンパスまでの道順＞
新幹線「新神戸駅」から神戸市営地下鉄西神山手線「新神戸駅」
（または「三
宮駅」）から乗り換えなしで「学園都市駅」まで約 25 分。
地下鉄「学園都市駅」の改札を出たら、エスカレーターを使わずに、まっすぐ
前方に進み階段をあがる。そこに会場案内の学生スタッフがいます。学生が指
示する方向（右折する）へ向かい、ユニバープラザ内の道に沿って進み、午後
の会場である「ＵＮＩ
ＴＹ」１階の入口を右に見ながらさらに直進して、横断歩道を
渡る。そこに学生スタッフがいます。学生が指示する方向（左折する）へ向かい、
車止めのあるところを右折する。その道は、兵庫県立大学神戸商科キャンパスの
正門につながっています。正門にいる学生スタッフが大会受付のある教育棟Ⅰを
ご案内させて頂くことになっています。
学園都市駅から大学正門までの経路途中に、本大会学生スタッフが数人立って
いますので、ご不明な点があればどうかお気軽にお声をお掛け下さい。

第45回秋季全国大会 実行委員会メンバー
実行委員長

安田 義郎（兵庫県立大学大学院 経営研究科 教授）

事務局長

望月 信利（兵庫県立大学大学院 経営研究科 修士 2 年）

事務局

西村
玉

広報・庶務

峻（兵庫県立大学大学院 経営研究科 修士 2 年）
宰徳（兵庫県立大学大学院 会計研究科 修士 2 年）

上山 修一（兵庫県立大学大学院 経営研究科 客員教授）
藤本 秀俊（兵庫県立大学大学院 経営研究科 特任教授）

