
 

 

第 30回年次全国大会プログラム 於：立教大学池袋キャンパス 

7月 13日（土） 受付 12：20～14：00 ［マキムホール 3階 M302 教室前］ 

    14：00～17：30 ［マキムホール地下１階 MB01 教室前］ 

■12：50～14：15 自由論題報告（報告 25分，コメント 5分，質疑 10分） 

 
Ａ会場 

［マキムホール 3 階M301］ 

B会場 

［マキムホール 3 階M302］ 

12：50～ 

13：30 

司 会 一ノ宮士郎（専修大学） 小本恵照（駒澤大学） 

報告者 島田康人（名城大学） 福田正彦（筑波大学大学院・院生） 

テーマ 

財務に関する潜在的な経営リスクと 

キャッシュ・フロー分析 

－リーマンショックの影響度による検証－ 

 

ブランド効果と企業業績に関する実証研究 

 

コメン 

テータ 
岡部勝成（日本文理大学） 中條良美（阪南大学） 

13：35～ 

14：15 

司 会 鵜崎清貴（大分大学） 青木茂男（茨城キリスト教大学） 

報告者 杉浦慶一（日本バイアウト研究所） 花村信也（みずほ証券） 

テーマ 
上場企業のメザニン・ファインナンス 

-ウエストホールディングの事例を中心として- 
借入契約のもとでの固定資産の減価償却 

コメン 

テータ 
森谷智子（嘉悦大学） 威知謙豪（中部大学） 

■14：25～14：30 会長挨拶 ［マキムホール地下 1階 MB01］ 

■14：35～17：45 統一論題報告 ［マキムホール地下 1階 MB01］    

テーマ：改めて問う「経営分析とは何か」（報告 35分，質疑 10分） 

司会 坂本恒夫（明治大学） 

14：35～15：20 
野々山隆幸（愛知産業大学） 

情報通信技術の発展と経営分析 

15：20～16：05 
宮島英昭（早稲田大学） 

企業統治と経営分析：所有構造・取締役会構成の決定と持株会社の選択 

16：15～17：00 
沼上 幹（一橋大学） 

経営戦略論における経営の分析 

17：00～17：45 
大驛 潤（東京理科大学） 

事業デザイン研究における事業システムの規定要因－ソーシャル・メディアの視座からの考察－ 

■18：00～19：30 懇 親 会 ［第一食堂］ 

 

◇ＣＰＥ単位認定のご案内◇ 

 本大会は、日本公認会計士協会の継続的専門研修（CPE=Continuing Professional Education）の単位取得

承認を受けております。認定される単位は以下の通りとなります。 

7月 13日（土） 自由論題報告 １単位  統一論題報告  ３単位 

7月 14日（日） 自由論題報告 ２単位  シンポジウム  ２単位 



 

 

7 月 14日（日）  受付 9：00～13：00 ［マキムホール３階 M302教室前］ 

                     13：00～15：00 ［マキムホール地下１階 MB01 教室前］ 

■9：30～10：10 自由論題報告（報告 25分，コメント 5分，質疑 10分） 

 
Ａ会場 

［マキムホール 3 階M301］ 

B会場 

［マキムホール 3 階M302］ 

C会場 

［11号館 3階 A301］ 

司 会 
紺野 卓 

（新潟青陵大学短期大学部） 
粟屋仁美（比治山大学） 奥村雅史（早稲田大学） 

報告者 孫 美灵（流通科学大学） 樋口晴彦（警察大学校） 中島真澄（福島学院大学） 

テーマ 
日本企業における 

内部統制制度の導入 

東海ゴム工業の労働安全衛生

法違反事件に関する事例研究 

上層部における気風（tone at the 

top)が利益の質に与える影響 

コメン 

テータ 
清松敏雄（多摩大学） 平屋伸洋（敬愛大学） 石井康彦（高千穂大学） 

■10：15～11：40 研究部会セッション（研究部会の活動報告 5分を含む） 

Ａ会場 

［マキムホール 3 階M301］ 

B会場 

［マキムホール 3 階M302］ 

C会場 

［11号館 3階 A301］ 

関西研究部会 

10：15～11：40 

中部研究部会 

10：15～11：40 

ホスピタリティ産業フォーラム 

10：15～10：55 

司会：郡司 健（大阪学院大学） 司会：木村敏夫（流通科学大学） 司会：井上博文（東京成徳大学） 

テーマ：非営利組織の経営分析 

○第１報告 

宮本順二朗（帝塚山大学） 

宗岡 徹 （関西大学） 

「地方自治体の存続可能性に関する

事例分析」 

 

○第２報告 

向山敦夫（大阪市立大学） 

黒木 淳（大阪市立大学大学院） 

「社会福祉法人の経営実態の分析」 

 

○第３報告 

柴 健次 （関西大学） 

田村香月子（関西大学） 

「医療機関の資金調達と信用格付け」 

 

テーマ：国際経営分析に関する研究 

○第１報告 

眞鍋和弘（名古屋外国語大学） 

佐藤倫正（愛知学院大学） 

「アジア諸国の財務情報のレリバンス比

較～Sen (2013) に依拠して～」 

 

○第２報告 

向 伊知郎（愛知学院大学） 

「IFRSの採用と財務分析指標の変

化」 

報告者：吉岡 勉（産業能率大学） 

「戦略管理会計のホスピタリティ・マネジ

メントへの貢献」 

関東研究部会 

11：00～11：40 

司会：古山 徹 

（日経メディアマーケティング） 

報告者：米岡英治（立教大学大学院） 

「テキストマイニングとネットワーク分析に

よる重要技術の抽出－媒介中心性の

高い技術を出願する企業の変化－」 

■11：50～13：00 理事会  ［11号館３階 A302教室］ 

■11：50～13：00 協賛企業によるデモンストレーション  ［マキムホール３階 M301 教室］ 

■13：10～14：40 シンポジウム ［マキムホール地下 1階 MB01］   

テーマ：改めて問う「経営分析とは何か」 

司会 亀川雅人（立教大学） 

パネリスト 

 石崎忠司（松蔭大学）  佐藤 靖（青山学院大学）  大柳康司（専修大学） 

■14：50～15：30 会員総会  ［マキムホール地下 1 階 MB01］ 



 

 

［池袋駅から立教大学までのルート］ 

 

［立教大学池袋キャンパス構内図］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マキムホール・11号館 

（報告会場） 

第一食道 

（懇親会会場） 



 

 

◇◇ 参 加 要 領 ◇◇ 
【お申込方法・大会参加費等】 

 同封またはゆうちょ銀行や郵便局備え付けの郵便振替用紙にて、大会参加費等（下表）をお振り込みください。

お振り込み手続きをもって参加申し込みとさせていただきます。準備の都合上、7 月 5 日（金）までにお手続きをお願

いいたします。念のため、振込用紙の控え（コピー可）をご持参ください。なお、大会参加費は、事前申込と当日申

込では金額が異なりますのでご注意ください。 

非会員の方もご参加いただけます。お誘い合わせの上ご参加ください。 

【大会参加費等の払込口座のご案内】 

郵便振替口座 記号番号：00150-2-695205 

口座名称：日本経営分析学会第 30回年次大会 

  ○ゆうちょ銀行以外の金融機関から送金される場合は、以下の口座情報をご利用ください。 

 金融機関名：ゆうちょ銀行  店  名：〇一九店 

 預 金 種 目：当座     口座番号：0695205 

 口 座 名 称：ニホンケイエイブンセキガツカイダイサンジユツカイネンジタイカイ 

【大会参加費等一覧】 

申込区分 
事前申込（振込：7/5まで）※１ 当日申込（現金払） 

会  員 会  員 非会員※２ 

大 会 参 加 費 
一般 ￥４，０００ ￥５，０００ ￥６，０００ 

院生※３ ￥２，０００ ￥３，０００ ￥４，０００ 

懇 親 会 費 一般／院生 ￥３，０００ ￥４，０００ ￥４，０００ 

弁当代※４ (7/14) 一般／院生 ￥１，０００ ― ― 

※１：払込手数料は別途ご負担ください。郵便局窓口にて払込みの場合の手数料は￥120、ATM をご利用の場合は

￥80 円となります。ゆうちょ銀行以外の銀行からお振り込みの場合の手数料は、ご利用金融機関におたずねください。 

※２：会員の紹介によりご来場の方は、会員料金にてご参加いただけます。受付時に紹介会員名（１名）をお伝えください。 

※３：大学院生の方は院生料金（大会参加費）にてご参加いただけます。事前申込の方（会員）は振替用紙の通信欄に

あるご所属先に、在籍大学院名をご記入ください。当日申込の方（会員／非会員）は受付時に学生証をご提示くだ

さい。 

※４：昼食（弁当）が必要な方はお申し込みください。なお、ご用意は 7/14（日）のみとなります。7/13（土）は学内の学生食

堂をご利用ください。ただし、学生食堂は混雑が予想されますので、予めご了承ください。また、立教大学の周辺（学

外）には、食堂や弁当店、コンビニエンスストアがございます。 

 

 

 

 

 

 

 

日本経営分析学会第 30回年次大会 大会準備委員会 

大会準備委員長 亀川雅人（立教大学） 

  委員 青淵正幸（立教大学）  清松敏雄（多摩大学） 

     粟屋仁美（比治山大学） 米岡英治（立教大学大学院） 

    

◇お問い合わせ先 E-mail 30annual@keiei-bunseki.org 

〒171-8501 東京都豊島区西池袋 3-34-1 

     立教大学経営学部／大学院ビジネスデザイン研究科 


