
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

日本財務管理学会 
第 47回秋季全国大会 

統一論題 

「日本企業のコーポレート・ガバナンス体制の選択」 

2018 年 9 月 23 日（日） 
 

協力会社：日経メディアマーケティング株式会社 

株式会社プロネクサス 



〒101-0047 東京都千代田区内神田2-2-1 鎌倉河岸ビル
メールでのお問い合わせ

ウェブサイト

資料請求・お問い合わせ

お問い合わせ・お申し込みはこちらまで

（03）5295-6227 webinfo@nikkeimm.co.jp

http://www.nikkeimm.co.jp

日本企業を中心にM&Aや業務提携などの企業活動情報を過去20年にわたって蓄積
企業・産業動向に関する情報で様々な切り口から企業や業界を分析できます

法令違反や情報漏えい、不適切会計など、企業をめぐるリスク情報を蓄積
日本企業のガバナンスやコンプライアンスに関する情報を多数収録しています

情報技術系のスタートアップ企業を中心に、AIやフィンテック、
IoT・クラウドなどベンチャー活動に関わる情報を収録しています

日経企業活動情報

日経企業リスクウオッチ

日経ベンチャー活動情報有望企業の発掘
新規市場の開拓に

経営リスクの観点から
情報を収集・分類

M&Aや業務提携など
企業活動情報を収録

専門性の高いデータベースで、企業および業界の分析調査を支援します。
各データベースの詳細は下記までお気軽にお問い合わせください。



  

2018年 8月 23日 
会員各位 

日本財務管理学会第 47回秋季全国大会 
準備委員長 篠田 朝也 

 

日本財務管理学会第 47回秋季全国大会開催のご案内 
 
会員各位におかれましては、変わりなくご活躍のこととお慶び申し上げます。 
さて、来たる 9月 23日（日）、北海道大学人文社会科学総合教育研究棟を会場に、日本財務管
理学会第 47回秋季全国大会を開催いたします。 
今回の統一論題は「日本企業のコーポレート・ガバナンス体制の選択」です。コーポレート・

ガバナンスに関する諸制度に動きがある現状のもとで、わが国の企業のガバナンス体制構築に

向けた今後の展望について、会員の皆様と考える機会にしたいと考えております。今回は、実

務家の方、学術研究者の方を織り交ぜて、コーポレート・ガバナンスに造詣の深い 3名の方々
に、講演とパネルディスカッションをお願いしています。 
また、招待講演といたしまして、札幌証券取引所様より「地域経済活性化に向けた札幌証券

取引所の取組」と題した講演をいただきます。地域に根差した地方証券取引所ならではの各種

の取り組みについてお話しいただけるものと思いますので、ご期待ください。 
自由論題報告につきましては 6件のご応募をいただきました。春季大会よりも報告数は少な
くなりましたが、２会場での開催となり、会員の皆様の分散が避けられるという利点もござい

ます。中身の濃い報告と議論となることを期待しています。 
 

記 
１．日時  2018年 9月 23日（日） 9:30～17:30 （開場は 9:10からになります。） 
２．会場  北海道大学 人文社会科学総合教育研究棟 
３．参加要領 

同封の郵便振替用紙に必要事項をご記入のうえ大会参加費等を 9月 10 日（月）までに
お振込みください。入金確認をもって参加申込とさせていただきます。念のため、振替用

紙の控え（コピー可）をご持参ください。 
ゆうちょ銀行以外の金融機関から送金の場合は、以下の口座情報をご参照ください。 
ゆうちょ銀行 二七九（ﾆﾅﾅｷｭｳ）店（279） 当座 0050297 
口座名 ﾆﾎﾝｻﾞｲﾑｶﾝﾘｶﾞｯｶｲﾀﾞｲﾖﾝｼﾞｭｳﾅﾅｶｲｼｭ 

 
なお、大会参加費は、事前申込と当日申込みでは金額が異なりますのでご注意ください。 

【大会参加費等一覧】 
申込区分 一般／院生 事前申込 

（振替：9月 10日まで） 
当日申込 

（現金払のみ） 
大会参加費 一般 3,000円 4,000円 

院生会員 2,000円 3,000円 
懇親会費 一般／院生共通 4,000円 5,000円 

※1：大学院生の方は院生会費にてご参加いただけます。事前申込時に振替用紙に在籍大学院名
を記入いただき、参加当日受付時に学生証をご提示ください。 

※2：昼食の準備はございませんが、学内および大学からの徒歩圏内にも、多数の飲食店がござ
いますので、各自で昼食をお取りください。 

 
 



  

 
 
 

日時：2018 年 9 月 23 日（日） 開場：9:10 から 
場所：北海道大学人文社会科学総合教育研究棟 
■午前の部（自由論題報告）：1 階 1 番教室、1 階 2 番教室 
■午後の部（特別講演・統一論題・会員総会）：1 階 W103 教室 
 

 
 
 

第 1 会場 
場 所 1 階：１番教室  

司会者 田中 伸 滋慶医療科学大学院大学 
    

9:30 ～10:05 

テーマ 管理会計における人的資源の概念について 

報告者 唐ウテイ 北海道大学（院生） 

討論者 松村勝弘 立命館大学 
    

10:10～10:45 

テーマ 中小製造業における戦略管理会計とブランド・マネジメント 

－筑水キャニコムの事例－ 

報告者 飛田 努 福岡大学 

討論者 石崎忠司 松蔭大学 
    

10:50～11:25 

テーマ フランスにおける社会的責任投資（ISR）の現状 

報告者 佐藤 猛 日本大学 

討論者 落合孝彦 青森公立大学 

    

第 2 会場 
場 所 1 階：2 番教室  

司会者 市村 誠 中央大学 
    

9:30 ～10:05 

テーマ 我が国ののれんの会計基準に関する一考察 

－現状に合わせた償却年数の提案－ 

報告者 長島昌嗣 文京学院大学（院生） 

討論者 濱田弘樹 釧路公立大学 
    

10:10～10:45 

テーマ 減損会計適用における不動産時価評価の信頼性担保について 

報告者 古川 傑 明海大学（院生） 

討論者 森 宏之 青森大学 
    

10:50～11:25 

テーマ 日本の格付け導入 30 余年と資本市場の機能 

報告者 黒沢義孝 

目  篤 

埼玉学園大学 

セブン・フィナンシャルサービス 

討論者 箕輪徳二 埼玉学園大学 

 

昼食休憩 11:30～13:00 
学内・大学近隣等で、各自、昼食をおとりください。 
昼食休憩中は第 1 会場を開放しています。 
（午後の会場〔W103〕は 13:00 まで使用できません。） 

 
 

日本財務管理学会第 47 回秋季全国大会プログラム 

自由論題報告 (各報告 35 分：報告 25 分・討論 10 分) 



  

 
 
 

会場 1 階 W103 
   

13:10～13:50 
テーマ 地域経済活性化に向けた札幌証券取引所の取組 

講演者 鳥居克広 札幌証券取引所専務理事 

 
 
 
 
 

会場 1 階 W103 
   

14:00～14:05 講演者紹介 
   

14:05～14:35 

第１報告 
企業の稼ぐ力とコーポレート・ガバナンス 

－最適なガバナンス体制を目指して－ 

講演者 内田 章 

株式会社東レ顧問 
スチュワードシップ・コード及びコーポレ

ートガバナンス・コードのフォローアッ

プ会議（事務局：金融庁・東京証券取引

所）メンバー 
経団連 経済法規委員会コーポレートガバ

ンナンス部会長 
     

14:40～15:10 
第 2 報告 

日本の組織におけるコーポレート・ガバナンスの実態 

－所有形態・牽制の主体の多様性などを踏まえて－ 

講演者 吉村典久 大阪市立大学教授 
     

15:15~15:45 
第 3 報告 

現代日本のコーポレート・ガバナンス制度を考える 

－ガバナンス機構の主体的選択について－ 

講演者 松村勝弘 立命館大学名誉教授 
     

15:45~16:00 小休憩    
     

16:00～16:40 

シンポジウム 日本企業のコーポレート・ガバナンス体制の選択 

パネリスト 内田 章 吉村典久 松村勝弘 

司会進行 篠田朝也  

 

会員総会 16:50～17:30 会場：W103 
 

懇親会 17:40～19:30 会場：レストラン・エルム 
 
 

日本財務管理学会第 47 回秋季全国大会準備委員会 

準備委員長 篠田 朝也（北海道大学） 

連絡先：zaimukanri2018hokkaido@gmail.com 

招待講演：札幌証券取引所 

統一論題報告とシンポジウム 





  

会場へのアクセス 
（会場は「人文・社会科学総合教育研究棟」（下記中央の円形枠）です） 

 

 
 

【住所】 

・〒060-0808 北海道札幌市北区北 8 条西 5丁目（大学本部：正門近辺の住所です） 
 

【主な関連経路】 

・JR 札幌駅から会場までは徒歩で約 12 分です。 

・地下鉄さっぽろ駅から会場までは徒歩で約 15 分です。 

・新千歳空港から札幌駅までは、JR 線「快速エアポート」をご利用いただき約 40 分です。 

※駐車場は利用できませんので、ご了承願います。 
 

【昼食等について】 

・昼食は学内の食堂・売店などをご利用いただくか、大学近辺でおとりください。 

・学内の食堂のうち中央食堂（上記地図内の会場やや上方の円形枠）のみ営業しています。また、

中央食堂のある建物の１階にはテイクアウトのパン屋、２階には軽食等を販売している購買部も

あります。（その他の学内の食堂・売店は日曜日のため閉店しています。） 

・上記地図には収まっていませんが、メインストリートに沿って中央食堂よりもさらに北に行くと

学内にセイコーマート（道内中心に展開されているコンビニエンスストア）もございます。 

・正門近辺および JR 札幌駅方面には、いくつかの飲食店がございます。 

・昼食休憩の時間帯は、第 1 会場（1 番教室）を開放しています。 

（招待講演と統一論題報告の会場（W103）は 13:00 前に入室できません。ご了承ください。） 

・飲み物の自販機は、自由論題の第 1会場・第 2 会場のある建物の 2 階にございます。 
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