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企業情報データベース「ｅｏｌ」が 
新しくなりました！ 

① 検索スピード・レスポンスの向上 
   検索エンジンの刷新、データベースの再構築を実施 
 

② ユーザーインターフェースの向上 
   画面デザインの刷新、検索動作の短縮化 
 

③ 検索・書類ウィンドウの機能向上 
   検索画面、検索結果画面の一体化、新機能の搭載 

主なリニューアル内容 



                                2019 年 4 月 20 日 
会員各位 
                       日本財務管理学会第 48回春季全国大会 
                             準備委員長 山本 卓 
 

日本財務管理学会第 48 回春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、来る 6 月 1 日(土)、明海大学浦安キャンパスを会場に、日本財務管理学会第 48 回春

季全国大会を開催いたします。 
 今回の統一論題は、「不動産再生と財務」です。不動産と財務管理の関係について焦点を

定められたものは、過去に行われておらず、不動産学の研究と教育の拠点である明海大学で

学会が開催されることに鑑み本テーマを選定しました。2000 年前後以降、不動産証券化、

J リートが発展してきており、不動産と財務の融合化が指摘されて久しい状況にあります。

平成の時代を振り返り、これらの過去の歩みを検証し、不動産と財務の双方について現在直

面している人口減少や高齢化に起因する諸課題を明確化し、両者の連携がさらに促進され、

新しい時代の発展につなげることを意図しております。自由論題報告につきましては 10 件

のご応募を頂きました。いずれも興味深いテーマとなっており、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 2019 年 6 月 1 日(土) 9:20～17:30(開場は 9:00 からになります。) 
2.会場 明海大学浦安キャンパス 
3.参加要領 
  同封の郵便振替用紙に必要事項を記入のうえ大会参加費を 5 月 22 日(水)までにお振込

み下さい。入金確認をもって参加申込とさせて頂きます。念のため、振替用紙の控え(コピ

ー可)をご持参下さい。 
  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下さい。 
    ゆうちょ銀行 〇二九(ゼロニキュウ)店(029) 当座 0141105 
        口座名 ニホンザイムカンリガッカイダイヨンジュウハチカイシュ 
  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下さい。 
【大会参加費等一覧】 

申込区分 
 

一般／院生 事前申込 
(振替:5 月 22 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頂けます。事前申込時に振替用紙に在籍大学院名

を記入頂き、参加当日受付時に学生証をご提示下さい。 
※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、飲食店、コンビ

ニ等がございますので、各自で昼食をお取り下さい。 
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日時：2019 年 6 月 1 日(土) 開場：9:10 から 
場所：明海大学浦安キャンパス講義棟、第 2 管理・研究棟 
■午前の部(自由論題報告)：講義棟 1 階 2101 講義室、2102 講義室、 2103 講義室 
■年報編集委員会：第 2 管理・研究棟 3 階、4303 会議室 
■理事会：第 2 管理・研究棟 3 階、4302 会議室 
■午後の部(統一論題報告・会員総会)：講義棟 1 階 2102 講義室 

【第１会場(2101 講義室)】 
第１報告  9:20～9:55 
司会: 目篤(セブン・フィナ

ンシャルサービス) 

テーマ: ソーシャルインパクトボンドの発展と今後の展開 
報告者: 江夏あかね(野村資本市場研究所) 
討論者: 黒沢義孝(埼玉学園大学) 

第 2 報告 10:00～10:35 
司会: 同上 

テーマ: 企業評価モデルの再考 ～理論研究の変遷と教育内容への反

映状況の考察～ 
報告者: 中川智久(立教大学大学院) 
討論者: 竹田聡(愛知大学) 

第 3 報告 10:40～11:15 
司会 : 安田義郎 (兵庫県

立大学) 

テーマ: ベトナム企業のコーポレート・ガバナンス改革 ―執行機関へ

のモニタリング機能強化を中心にー 
報告者: グエンヴィンタイン(桜美林大学大学院) 
討論者: 落合孝彦(青森公立大学) 

第 4 報告 11:20～11:55 
司会: 同上 

テーマ: 米国ベンチャー及び中小企業支援の経済政策による成果事例の考察 
報告者: 相馬一天(東京福祉大学) 
討論者: 森宏之(青森大学) 

 
【第 2 会場(2102 講義室)】 
第 1 報告 10:00～10:35 
司会: 市村誠(中央大学) 

テーマ: 日本におけるプロフェッショナル CFO の役割と管掌業務に関

する一考察 
報告者: 杉浦慶一(日本バイアウト研究所) 
討論者: 古山徹(嘉悦大学) 

第 2 報告 10:40～11:15 
司会: 同上 

テーマ: 日米企業の経営者報酬額の差の開きはなぜ大きいのか ―行

動契約理論と組織アイデンティフィケーションの観点からー 
報告者: 任雲・境睦(桜美林大学) 
討論者: 市村誠(中央大学) 

第 3 報告 11:20～11:55 
司会: 同上 

テーマ: ROE およびその分析指標の業種間における比較可能性について 
報告者: 古山徹(嘉悦大学) 
討論者: 飛田努(福岡大学) 

日本財務管理学会第４８回春季全国大会プログラム 

自由論題報告（報告２５分・コメント５分・質疑５分） 
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【第 3 会場(2103 講義室)】 
第 1 報告 10:00～10:35 
司会: 松井富佐男(静岡産

業大学) 

テーマ: 鉄鋼会社における環境保全コスト対効果と財務影響の可視化に

関する一考察 
報告者: 劉博(川口短期大学) 
討論者: 箕輪徳二(埼玉学園大学) 

第 2 報告 10:40～11:15 
司会: 同上 

テーマ: 環境会計における非財務情報の活用に関する提言（電力会社の

ケース） 

報告者: 吉田雄司(埼玉学園大学) 
討論者: 劉博(川口短期大学) 

第 3 報告 11:20～11:55 
司会: 同上 

テーマ: 研究開発情報と将来業績 ―有価証券報告書のテキスト分析を通

して― 

報告者: 石光裕(京都産業大学) 
討論者: 馬場大治(甲南大学) 

 
年報編集委員会 11:20～12:00 第 2 管理・研究棟 3 階、4303 会議室 

 
理事会 12:10～13:00 第 2 管理・研究棟 3 階、4302 会議室 

 

 
会場 2102 講義室 

 
13:15～13:20 講演者紹介 

 
13:20～13:50 第 1 報告 

講演者 中城康彦 (明海大学不動産学部学部長) 
テーマ 不動産ストックの有効活用の推進 －不動産学からのアプ

ローチ－ 
13:55～14:25 第 2 報告 

講演者 森 宏之 (青森大学総合経営学部教授) 
テーマ 我が国における不動産証券化制度の展開と今後の課題 

14:30～15:00 第 3 報告 
講演者 酒巻雅純 (東京証券取引所) 
テーマ J リート市場の過去・現在・将来 

15:05～15:35 第 4 報告 
講演者 麻 剣英 (不動産流通推進センター研究員) 
テーマ 不動産ストック有効活用に関する研究 

統一論題報告とシンポジウム 
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15:35～15:50 小休憩(質問用紙回収、司会者と統一論題報告者は別室にて打ち合

わせ) 
 
15:50～16:30 統一論題シンポジウム 不動産再生と財務 

パネリスト 中城康彦 森 宏之 酒巻雅純 麻 剣英 
司会進行 山本 卓 

 
会員総会 16:40～17:20 2102 講義室 

 
懇親会 17:30～19:00 ニューマリンズ 

 
 
 
            日本財務管理学会第 48 回春季全国大会準備委員会 
          準備委員長 山本 卓(明海大学不動産学部) 
         連絡先：zaimukanri2019meikai@gmail.com 
                  携帯：090-9830-8638 
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※JR 京葉線「新浦安」駅から、南方(海側)へ徒歩約８分です。 
※羽田空港から、「新浦安」駅までのリムジンバスも運行されております。 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
ご注意：学内駐車場は利用できませんのでご了承願います。 
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【会場案内】 
住所：〒279-8550 千葉県浦安市明海 1 丁目 
※受付、自由論題報告、統一論題報告とシンポジウムは、講義棟 1 階(下図の B)で行われま

す。 
※理事会、年報編集委員会は、第 2 管理・研究棟 3 階(下図の C)で行われます。 
 

 
【昼食等について】 
・大学東側至近に、コンビニ(ファミリーマート)、ファミレス(ジョナサン)があります。 
・大学南側至近に、ショッピングセンター(ニューコースト新浦安)があり、1 階にフードコ

ートがあります。 
・学内にレストラン・ニューマリンズ(上図の K)があります。 
・飲み物の自販機は、自由論題会場の建物の 1 階にあります。 
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@nikkeimm.co.jpwebinfo（03 5295   6227） -
メールでのお問い合わせ資料請求・お問い合わせ

お問い合わせ・お申し込みは

企業ガバナンス
関連データセット

ガバナンスの体制、社外取締役人数、
監査体制、報酬額の開示状況、買収
防衛策の有無などを収録。

株主総会の議案と決議結果を収録。
各議案および定款変更議案は、内
容の分類も付与しています。

有報「コーポレート・ガバナンスの状況
等」より、報酬、賞与、退職慰労金、
ストックオプションなどを収録。

有報「監査報告書」より監査法人名、
会計士、監査意見を収録。 

約150指標 をもとに上場企業の企業統治度
を定量的に評価、特徴を多角的に把握する
ためのツールです。

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。

また、関連する基礎データを数多く収録。
企業統治に関する研究などで幅広くご活用
いただけます。

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

“日経の確かな情報で、企業ガバナンスを紐解く” 

コーポレートガバナンス
報告書

株主総会
関連データ

個別役員報酬 監査法人・監査意見

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、
個別役員の氏名、担当職などを収録。

役  員 企業リスク
ウオッチ

不適切会計、情報流出、社員の不祥事
など企業のガバナンスやコンプライ
アンスに関わる情報を収録。

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。

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。

 各データ、ツールの提供形態・収録対象期間は異なります。

日経メディアマーケティング株式会社
〒101-0047　東京都千代田区内神田 2-2-1　鎌倉河岸ビル 3階


