
                                                               2012 年 5 月 7 日 
会員各位 

                    日本財務管理学会第 34 回春季全国大会 
                         大会実行委員長 金 井 繁 雅 

日本財務管理学会第 34 回春季全国大会プログラムのご案内 
拝啓 
 新緑の候、会員の皆様にはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。 

来たる 6 月 9 日(土)、文京学院大学本郷キャンパスを会場に、日本財務管理学会 
第 34 回春季全国大会を開催いたします。ここに大会プログラムができあがりましたので 
ご送付申し上げます。 
 午前には、3 つの報告会場で合計 9 名の自由論題報告を設定いたしました。午後には、 
はじめに、記念講演を行い、つづいて、統一論題『信用格付業者規制と財務リスク』とし

て、3 名のパネラー報告のもとでシンポジウムを開催いたします。 
会員の皆様にはご多用とは存じますが、万障お繰り合わせの上、ご参集賜りますようお

願い申し上げます。 
敬具 

記 
 
1. 日時    2012 年 6 月 9 日(土) 
2. 会場    文京学院大学 本郷キャンパス B 館 
3. 大会参加費 2,000 円(院生会員 1,000 円) 
4. 懇親会費  3,000 円(院生会員 2,000 円) 
5. 昼食弁当  1,000 円＜当日は学内の食堂もコンビニも開いておりません。＞ 
6. 申込および送金方法 
  大会参加費、懇親会費および昼食弁当のご送金につきましては、6 月 2 日まで 
  に同封の郵便振替用紙にてお振り込みください。お振り込みいただいた領収書 
  については、振替用紙で代替させていただきます。なお、振込受領書は、念の 
  ため、大会当日にご持参していただければ有難く存じます。 
 
7. 大会連絡先 

〒113-8668 東京都文京区向丘 1-19-1 文京学院大学経営学部 三浦后美宛 
℡03-5684-4655(研究室),Fax03-5684-4834, E-mail kmiura@bgu.ac.jp   

 
 
 



日本財務管理学会第 34 回春季全国大会プログラム 
日時 2012 年 6 月 9 日（土） 受付 8：30 から 
場所 文京学院大学本郷キャンパス(B 館) 

 
午前の部 9：00～11：55  自由論題報告（報告 30 分、コメント 10 分・質疑応答 15 分） 
第 1 会場（教室）B-812(8 階)・Wing Hall           
                   司会  松井 富佐男氏（静岡産業大学） 
第 1 報告 
  9：00～ 9：55

「日本の内部統制に関する研究 
―戦後の内部統制の史的展開とその意義を中心に―」 
          報告者 鈴木 芳治氏（埼玉大学(院)） 
          討論者 梅原 秀継氏（中央大学） 

第 2 報告 
 10：00～10：55
 

「燃料費抑制策等が損益に与える影響の分析 
    －日本航空を対象として－    」 
          報告者 桒田 彰氏（NHK 学園高等学校） 
          討論者 目  篤氏（セブン-イレブン・ジャパン）

 
第 1 会場（教室）B-812(8 階)・Wing Hall           
                   司会  小林 康宏氏（神奈川大学） 
第 3 報告 
 11：00～11：55
 
 

 
「地方債とその格付けに関する研究」 
          報告者 江夏 あかね氏（駒澤大学） 
          討論者 黒沢 義孝氏  （日本大学） 

 
 
 
第 2 会場（教室）B-713(7 階) 
                   司会  斎藤 正章氏（放送大学） 
第 1 報告 
  9：00～ 9：55
 
 
第 2 報告 
 10：00～10：55
 
 

 
「市区町村財務書類の早期開示」  
          報告者 木村 直人氏（日立製作所） 
          討論者 染谷 好寛氏（草加市役所） 
「経営幹部育成の場として機能する内部監査の変革 
 ~日系企業へのアンケート調査を中心として~」 

          報告者 池田  晋氏（日産自動車） 
          討論者 氏原 茂樹氏（流通経済大学） 



 
第 2 会場（教室）B-713(7 階) 
                   司会  牧浦 健二氏（近畿大学） 
第 3 報告 
 11：00～11：55
 

 
「原子力発電事業の企業形態」―所有権理論からの分析―」 
          報告者 岡  圭介氏（立教大学(院)） 
          討論者 小松  章氏（武蔵野大学） 
 

 
 
 
第 3 会場（教室）B-714(7 階)  
                   司会  関野  賢氏（近畿大学） 
第 1 報告 
  9：00～ 9：55
 
 
第 2 報告 
 10：00～10：55
 
 

「信用保証制度と地域金融 
   ~安定化論と清算主義の観点から~」 
          報告者 竹田  聡氏（愛知大学） 
          討論者 伊藤 忠治氏（淑徳大学） 
 
「事例からみる連結ベースの配当規制の必要性」 

          報告者 酒巻 雅純氏（埼玉大学(院)） 

          討論者 阿部 修平氏（財務省） 

 
第 3 会場（教室）B-714(7 階)  
                   司会  水野 一郎氏（関西大学） 
第 3 報告 
 11：00～11：55
 

 
「肥育牛の市価が減少した場合の損失方法の把握」 
          報告者 岸保 宏氏（㈱マスタード・シード 22）

          討論者 飛田 努氏（福岡大学） 
 
 

8：30～ 
12：00～13：30 

会員控室 ：B-715(弁当注文した方はここでお受け取りください。) 
昼食   ：B-715 もしくは B-714 をご利用ください。 

 
11：00～11：55 年報編集委員会  B-712 
12：00～13：30 理事会・役員会  B-811(会議室) 

 



 
午後の部  

13：30～14：20 会員総会 ：B-812・Wing Hall<第 1 会場と同じ> 
 

14：30～17：50 記念講演・統一論題報告 
 

記念講演 ：B-812・Wing Hall（講演 40 分・質疑応答 10 分） 
                   司会  三浦 后美氏（文京学院大学） 

14：30～15：20 「台湾半導体産業の運営戦略と財務リスク」 
         柯 瓊鳳氏(台湾・東呉大学) 

  
  15：20～15：30      ＜休憩＞ 
  
統一論題報告 B-812・Wing Hall 統一論題『信用格付業者規制と会社財務』 

コーディネーター 松村勝弘氏（立命館大学）箕輪徳二氏（埼玉大学） 
15：30～16：00 「日米欧の格付け業者規制」 

            黒沢 義孝氏（日本大学） 
16：00～16：30 「格付会社規制と格付けの質」 

            森田 隆大氏（ワールドゴールドカウンシル日本代表） 
16：30～17：00 「金商法改正が格付会社の業務に及ぼす影響」 

            江森 剛文氏（日本格付研究所） 
17：00～17：40 総括と質疑・応答 

  
  17：40～17：45  閉会の辞 金井 繁雅（大会実行委員長） 
  

17：50～19：00 懇親会 会場：B’s Dining (1 階) 
 
 


