
日本財務管理学会 

第33回秋季全国大会のご案内   

    

 今年は、6月より猛暑が続き大変な暑さでしたが、日本財務管理学会会員の皆様におかれま

しては、ますますご清栄のことと存じます。 

 さて、このたび日本財務管理学会第33回秋季全国大会を、下記の通り、静岡産業大学藤枝キ

ャンパスで開催させていただくことになりましたので、ご案内申し上げます。 

 統一テーマは、すでにご案内のとおり「CSRと会社財務」です。今回はご報告者に会員外の

先生をお招きし、グローバル化時代の会社経営におけるCSRと会社財務という観点から基調報

告をいただき、シンポジウムを計画しています。統一論題の基調報告に先立ち、特別に、静岡

県の地域経済の発展に貢献している静岡銀行頭取・中西勝則氏に「静岡銀行における地域密

着型金融への取組み －地域との共生による持続的な成長をめざして－」をテーマに基調講演

をしていただけることになりました。本学会がアカデミズムと実務の融合を目指していること

から、このたびは、基調講演、統一論題およびシンポジウムを地域の皆様に開放いたすことに

いたしました。自由論題は、経営、財務、証券および金融規制に関わる興味深いテーマが揃い

ました。ご協力に感謝申し上げます。 

 不慣れのため、準備の不手際等はご容赦いただきたく存じますとともに、会員総会、懇親会

にも合わせてご参加くださいますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。 

                  

                 記 

１． 日 時   2011年10月29日（土） １０：００ より  

２． 会 場   静岡産業大学情報学部（藤枝キャンパス） 

３． 大会参加費 2,000円（大学院生 1,000円＊） 

       ＊院生の方は、郵便局振替用紙通信欄に「院生」とお書き添えください。 

４． 懇親会費  4,000円 

５． 申込方法  大会への参加申込は、同封の郵便振替用紙に必要事項（金額欄は参 

加費、懇親会費、弁当代の合計額）をご記入の上、10月14日（金）ま 

でにお振り込みください。この払込用紙が大会参加申込書を兼ねてい 

ます。なお、当日は土曜日のため、大学食堂は営業いたしておりません。 

また、大学周辺に食事のできる店がありませんので、できるだけ弁当を 

注文してください。（弁当代\1,000） 

領収書は、郵便局の「払込票兼領収証」で代えさせていただきます。 

念のため、大会の際に、払込用紙をご持参ください。なお、勝手なが 

ら、ご欠席の場合でもお振込参加費等の返金はいたしかねますので、 

あらかじめご了承の程お願いいたします。 

６． 宿泊案内  後のページをご覧ください。 

７． 大会連絡先  日本財務管理学会第33回秋季全国大会準備委員会 

          〒426－8668 静岡県藤枝市駿河台４－１－１ 

          静岡産業大学情報学部  

○教務・学生スタッフ      (担当）杉田  

（TEL）054－645－0181   E-mail:msugita@ssu.ac.jp 

            ○松井 富佐男研究室     

             （TEL）054－646－5438    E-mail:matsui@ssu.ac.jp 

以上 



            日本財務管理学会第33回秋季全国大会プログラム 

 

日時 2011年10月29日（土） 受付 9:30 から 正面玄関内 

場所 静岡産業大学情報学部（藤枝キャンパス） 

 午前の部：1号館（1202教室、1203教室）、2号館（控室 2205教室） 

   午後の部：情報センター棟４階（ウィステリアホール、控室 ユーティリティルーム） 

 

午前の部 10：00 ～ 11：50  自由論題報告（報告25分、コメント・質疑応答10分） 

 

第１会場（1202教室） 

①･  司会 小林康宏 氏（神奈川大学） 

第１報告 10：00～10：35 「株式会社の配当規制について」 

報告者      酒巻雅純 氏（埼玉大学院生） 

          コメンテーター  佐藤芳次 氏（札幌大学） 

   第２報告 10：35～11：10 「信用格付業者規制の導入の背景とその影響」 

報告者      箕輪徳二 氏（埼玉大学） 

           コメンテーター  三浦后美 氏（文京学院大学） 

 

 ② 司会 牧浦健二 氏（近畿大学） 

   第３報告 11：15～11：50 「証券取引所の統合・一体化とディスクロージャー －各国 

取引所における制度・情報開示の比較からわが国新取引所創設 

に向けての課題について－」 

報告者      濱田弘樹 氏（釧路公立大学） 

           コメンテーター  佐藤 猛 氏（日本大学） 

  

第２会場（1203教室） 

①･  司会 船橋健二 氏（金沢学院大学） 

   第１報告 10：00～10：35 「自治体経営の業績評価 －財務分析の課題－」 

報告者      佐々木徳成 氏（登米市役所） 

           コメンテーター  齊藤正章 氏（放送大学） 

   第２報告 10：35～11：10 「中国進出日本企業のCSR情報開示の評価と課題に関する研 

究」 

報告者      劉 博 氏（川口短期大学） 

           コメンテーター  小南和雄 氏（元NEC） 

 

 ② 司会 水野一郎 氏（関西大学） 

   第３報告 11：15～11：50 「リスクマネジメントと企業財務 －ブラックスワンのイン 

パクト－」 

報告者      田尾啓一 氏（立命館大学） 

           コメンテーター  岸本光永 氏（アンビ・コンサルティング） 

 

 

年報編集委員会 11：15 ～ 11：40（２号館 2308教室） 

 

昼食 11：50 ～ 12：50（大学食堂） ／ 理事会（２号館３階 第３会議室）    

 

 



 

午後の部 （ウィステリアホール） 

 

（１）会員総会  12：50 ～ 13：20  

 

 （２）基調講演・大坪檀学長挨拶  13：25～14：30  司会 松井富佐男（静岡産業大学） 

 

    静岡銀行頭取 中西勝則 氏 

「静岡銀行における地域密着型金融への取組み －地域との共生による 

持続的な成長をめざして－」 

 

  [休憩10分]   

 

 （３）統一論題  テーマ「CSRと会社財務」  

司会 箕輪徳二 氏（埼玉大学）、三浦后美 氏（文京学院大学） 

 

   第１部：基調報告 

 

    14:40～15:10 「               」 

                       石崎忠司 氏（中央大学） 

    

 15:10～15:40 「国際化する財務報告制度における会計責任の変容と課題」             

                       佐藤誠二 氏（静岡大学） 

    

 15:40～16:10 「CSRによるコーポレート・レピュテーションの向上」              

                       櫻井通晴 氏（城西国際大学） 

 

   [休憩５分] 

 

   第２部：シンポジウム（16:15～17:15） 

 

    報告者 ： 石崎忠司 氏（中央大学） 

          佐藤誠二 氏（静岡大学） 

櫻井通晴 氏（城西国際大学） 

 

    コメンテーター ： 松村勝弘 氏（立命館大学） 

              小松 章 氏（武蔵野大学） 

 

 

閉会の辞（17:15 ～ 17：20） 松井富佐男（大会準備委員長） 

 

懇親会 18:30 ～ 20:00  会場：ホテルアソシア静岡 ３F「橘」（静岡駅北口） 

 

 ※ 17:30～18:20 懇親会場へ移動（大型バス） 

 

 

 

  



１． 交通案内 

 （１）JR静岡駅 → JR藤枝駅 （東海道線下り 約20分） 

 （２）JR掛川駅 → JR藤枝駅 （東海道線上り 約27分） 

 （３）バス JR藤枝駅（北口） → 静岡産業大学情報学部（藤枝キャンパス） 

○ JR藤枝駅前停留所（1番のりば）  

  ① 駿河台線（行先：藤枝市立総合病院 下車 徒歩4分） （藤枝駅から約15分  

運賃￥200） 

   （時刻）8:20  8;50  9:20  9:50   10:20   10:50  11:20  

 11:50  12:20  12:50  13:20   13:50   14:20   14:50   

         ② 藤枝吉永線（行先：総合庁舎経由 藤枝市立総合病院、静岡産業大学下車  

徒歩3分）（藤枝駅から約15分 運賃￥200） 

（時刻）8:47  9:29  10:29  11:29  12:29  13:29  14:29 

  

○ 藤枝市立総合病院停留所 → 藤枝駅（北口） 

   ① 駿河台線（行先：藤枝駅前） 

   （時刻）15:05  15:35  16:05  16:35   17:05   17:35  18:05  

         ② 藤枝吉永線（行先：藤枝駅前）  

   （時刻）15:08  16:08  17:08（ 終便）  

 （４）タクシー   藤枝駅（北口）から約12分  料金 約￥1,200 

 

２． 宿泊ホテル案内 

ホテルに直接お申込みください。ホテルでは、お申込みの際「日本財務管理学会で

宿泊」とお伝えください。①②③ホテルの宿泊料金は朝食付きで\6,000からとなって

おります（静岡駅北口 徒歩約8分）。 

④ホテルプレジオは、11月29日（土）宿泊のみ若干名です。お申込みは、当ホテル

ではなく、本学事務局の杉田までお願いいたします。 

（TEL:054－645－0181、E-mail:msugita@ssu.ac.jp） 

この時期は結婚式などで満室になる可能性がありますので、お早目にご予約してく

ださい。 

 

① ホテルシティオ（静岡市葵区伝馬町１-２  TEL.054－253－1105）               

② ホテルアーバント静岡（静岡市葵区伝馬町12-５  TEL.054－273－1717） 

③ マイホテル竜宮（静岡市葵区伝馬町10-５  TEL.054－251－1315） 

④ ホテルプレジオ（静岡市葵区御幸町11－６  TEL.054－252－2040） \7,800、 

朝食\480 （静岡駅北口 徒歩約5分） 

         

３． 懇親会場：ホテルアソシア静岡 （静岡市葵区黒金町56  TEL.054－254－4141） 

静岡駅北口 徒歩約2分 

 

   17：30に静岡産業大学情報学部（藤枝キャンパス）から、準備委員会がご用意する 

バスにご乗車いただいて懇親会場に移動いたします。（乗車時間 約45分） 

  

４． 大学案内図 

本学内に掲示いたします。 

 


