
                                                               2022 年 9 月 1 日 

会員各位 

                    日本財務管理学会第 55 回秋季全国大会 

                           大会実行委員長 関野 賢 

日本財務管理学会第 55 回秋季全国大会プログラムのご案内 

拝啓 

 初秋の候、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 10 月 1 日(土)、近畿大学東大阪キャンパスを会場に、日本財務管理学会第 55 回秋

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、ご送付い

たします。 

 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、 

統一論題『中小企業経営における価値創造活動』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    2022 年 10 月 1 日(土) 9：00～ 

2. 会場    近畿大学 東大阪キャンパス 21 号館 

        ＊コロナ禍のため、会場での食事は原則禁止とさせていただきます。 

お手数をおかけいたしますが、昼食は大学近隣の飲食店でお取りいた

だきたくよう、お願い申し上げます。 

3. 参加費 2,000 円（院生会員 1,000 円） 

4. 申込および送金方法 

  大会参加費のご送金につきましては、9 月 16 日（金）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。 

5. 連絡先 

〒577-8502 東大阪市小若江３－４－１ 近畿大学経営学部 関野 賢宛 

℡06-6721-2332(内線 3674)、 E-mail sekino@bus.kindai.ac.jp 

 

mailto:sekino@bus.kindai.ac.jp
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近畿大学 

（東大阪キャンパス・21 号館） 

 

 

 

 



日本財務管理学会第 55 回秋季全国大会プログラム 

日時 2022 年 10 月 1 日（土） 受付 9：00 から 

場所 近畿大学 東大阪キャンパス（21 号館） 

 

9：00～ 

 

受 付   ： 21 号館 5 階ロビー 

会員控室 ： 21－540 

 

 

午前の部 9：30～12：00 

自由論題報告（報告 25 分・コメント 10 分・質疑応答 15 分） 

第 1 会場 21－536 講義室  司会 佐藤 猛 氏（日本大学） 

第 1 報告 

9：30～10：20 

 

第 2 報告 

10：20～11：10 

 

第 3 報告 

11：10～12：00 

 

「最適資本構成の検討 －社会医療法人の財務を中心に－」 

報告者 田中 伸 氏（滋慶医療科学大学大学院） 

      討論者 境 睦 氏（桜美林大学） 

「銀行の業務純益に対する素朴な疑問」 

      報告者 古山 徹 氏（嘉悦大学） 

      討論者 松村 勝弘 氏（立命館大学） 

「最近の東芝から見えてくるもの」 

      報告者 松村 勝弘 氏（立命館大学） 

      討論者 古山 徹 氏（嘉悦大学） 

 

第 2 会場 21－541 講義室  司会 岡崎 利美 氏（追手門学院大学） 

第 1 報告 

9：30～10：20 

 

 

第 2 報告 

10：20～11：10 

 

第 3 報告 

11：10～12：00 

 

「監査役会設置会社及び監査等委員会設置会社における社外取締役

人数の変化率と企業価値向上」 

      報告者 阿部 紳史 氏（立教大学大学院） 

      討論者 清松 敏雄 氏（拓殖大学） 

「地域金融の現状と今後―愛知県を中心に―」 

      報告者 竹田 聡 氏（愛知大学） 

      討論者 安田 義郎 氏（兵庫県立大学） 

「企業付加価値の産業別状況と課題」 

      報告者 目 篤 氏（総務省） 

      討論者 黒沢 義孝 氏（日本大学） 

11：15～12：00 年報編集委員会   大学院演習室 3（21 号館 7 階） 

12：10～13：10 理事会・役員会   21 号館 8 階会議室 



第 3 会場 21－542 講義室  司会 青淵 正幸 氏（立教大学） 

第 1 報告 

9：30～10：20 

 

 

 

第 2 報告 

10：20～11：10 

 

 

第 3 報告 

11：10～12：00 

 

「企業会計基準第 28号『税効果会計に係る会計基準』の一部改正の

問題点―注記における税務上の繰越欠損金及び繰越期限別の繰延

税金資産の繰越期限別の金額の開示に関する一考察」 

      報告者 小栗 亮一 氏（南山大学大学院） 

      討論者 森 宏之 氏（青森大学） 

「税務コンプライアンスに影響を与える諸要因 

―個人課税を中心に―」 

      報告者 飛鳥 由美子 氏（青森大学） 

      討論者 大野 智弘 氏（創価女子短期大学） 

「ESG 評価の課題」 

      報告者 篠田 朝也 氏（岐阜大学） 

      討論者 飛田 努 氏（福岡大学） 

 

午後の部 13：20～17：45 

統一論題報告  21－536 講義室 司会 山縣 正幸 氏（近畿大学） 

テーマ『中小企業経営における価値創造活動』 

 

会員総会 17：00～17：40 21-536 講義室 

閉会の辞 17：40～17：45  関野 賢（大会実行委員長） 

13：20～13：30 統一論題開会挨拶 大会実行委員長 関野 賢（近畿大学） 

統一論題報告者紹介     司会 山縣 正幸 氏（近畿大学） 

13：30～14：00  「SNS の活用による価値創造、ブランディングの実践について」 

    木村 祥一郎 氏（木村石鹸工業株式会社代表取締役社長） 

14：05～14：35 「ネジ 1 本からライフスタイルをデザインする会社へ～『友安経済圏 

・カラーズサークル』から学ぶ D2C ブランティング～」 

 松尾 泰貴 氏（株式会社友安製作所 

ソーシャルデザイン部担執行役員） 

14：40～15：10 「中小企業における価値創造のロジック： 

『中小企業基本実態調査』に見る付加価値のゆくえ」 

    飛田 努 氏（福岡大学） 

15：10～15：25 休 憩 ・ 質問用紙回収 

15：25～15：55 討論者によるコメント    中井 透 氏（京都産業大学） 

              市村 誠 氏（中央大学） 

16：00～16：50 シンポジウム 



近畿大学東大阪キャンパスへのアクセス 

 

（近鉄長瀬駅からのアクセス）       （近鉄八戸ノ里駅からのアクセス） 

  

 

（校舎配置図） 

 


