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日本日本日本日本経営分析学会経営分析学会経営分析学会経営分析学会    

第第第第 29292929 回年次大会プログラム回年次大会プログラム回年次大会プログラム回年次大会プログラム    

2012201220122012 年年年年 5555 月月月月 12121212 日（土）・日（土）・日（土）・日（土）・13131313 日日日日((((日日日日))))    於）大阪学院大学於）大阪学院大学於）大阪学院大学於）大阪学院大学    

    

統一論題「経営分析の現代的課題」統一論題「経営分析の現代的課題」統一論題「経営分析の現代的課題」統一論題「経営分析の現代的課題」    
 

2012201220122012 年年年年 5555 月月月月 12121212 日（土）日（土）日（土）日（土）                

    

理理理理    事事事事    会会会会            11111111：：：：30303030    ～～～～    13131313：：：：00000000                2 号館 2 階第 2 教室    

参加者受付参加者受付参加者受付参加者受付            12121212：：：：00000000    ～～～～    17171717：：：：45   45   45   45       2 号館 B1 フロアー    

会会会会    員員員員    総総総総    会会会会            13131313：：：：00000000    ～～～～    14141414：：：：00000000        【第 2 会場】    

研究部会報告研究部会報告研究部会報告研究部会報告            14141414：：：：10101010    ～～～～    15151515：：：：40   40   40   40   【第 1 会場】～【第 3 会場】    

自由論題報告自由論題報告自由論題報告自由論題報告        15151515：：：：50505050    ～～～～    16161616：：：：30303030        【第 1 会場】～【第 3 会場】 

講講講講    演演演演    会会会会            16161616：：：：40404040    ～～～～    17171717：：：：40404040        【第 2 会場】 

懇懇懇懇    親親親親    会会会会            18181818：：：：00000000    ～～～～    20202020：：：：00000000        職員食堂 

【第 1 会場】2 号館 B1-01  【第 2 会場】2 号館 B1-02 

【第 3 会場】2 号館 B1-04  【会員控室】2 号館 B1-03 

研究部会報告研究部会報告研究部会報告研究部会報告                                                                        （14：10～15：40） 

【第 1 会場】(2 号館 B1-01)関東研究部会・ホスピタリティ産業フォーラム報告 

司会：青淵正幸氏（立教大学） 

第 1 報告 中島真澄氏（福島学院大学） 

「内部統制の不備に関する決定要因分析」 

司会：古山徹氏(日経メディア･マーケティング) 

第 2 報告 右田圭司氏(料飲専門家団体連合会) 

「消費者目線による商品情報の必要性－清酒のラベル表示を題材として－」 

【第 2 会場】(2 号館 B1-02) 関西研究部会報告 

司会：佐藤倫正氏(愛知学院大学) 

第 1 報告 向山敦夫氏（大阪市立大学）・柴健次氏（関西大学） 

「瀬戸内市及び高松市所在非営利組織の調査訪問」 

司会：柴健次氏（関西大学） 

第 2 報告 黒木淳氏（大阪市立大学院生） 

「社会福祉法人における情報開示制度と第三者評価」 
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【第 3 会場】(2 号館 B1-04) 中部研究部会報告 

司会：木村敏夫氏(流通科学大学) 

第 1 報告 野口倫央氏（豊橋創造大学） 

    「開発支出の会計処理と価値関連性～ドイツ企業の利益調整行動に焦点を当て

て～」 

司会：木村敏夫氏(流通科学大学) 

第 2 報告 松田修氏（名古屋産業大学） 

「イスラム金融機関の財務諸表分析」 

＝休憩（＝休憩（＝休憩（＝休憩（10101010 分）＝分）＝分）＝分）＝    

    

自由論題報告自由論題報告自由論題報告自由論題報告                                                                            （15：50～16：30）    

【第 1 会場】（2 号館 B1-01）  

司会：井上達男氏(関西学院大学) 

報告 平岡秀福氏（創価大学）  

「パナソニックの構造改革と財務情報分析」 

【第 2 会場】(2 号館 B1-02) 

司会：薄井彰氏(早稲田大学) 

報告 伊藤由宣氏（早稲田大学院生） 

「企業のイノベーション投資効果の測定手法の検証」 

【第 3 会場】(2 号館 B1-04)  

司会：奥田真也氏(大阪学院大学) 

報告 山本知己氏(立教大学院生) 

「ポイント・プログラムにおけるポイント原資の捻出が経営数値に与える影

響」 

＝休憩（＝休憩（＝休憩（＝休憩（10101010 分）＝分）＝分）＝分）＝    

    

講講講講    演演演演    会会会会 (2 号館 B1-02)                                                        （16：40～17：40） 

福島公明氏（淀川キリスト教病院事業統括本部長） 

     「医療・福祉経営の課題と将来展望」「医療・福祉経営の課題と将来展望」「医療・福祉経営の課題と将来展望」「医療・福祉経営の課題と将来展望」    

    

懇親会懇親会懇親会懇親会(17 号館 1 階 職員食堂「和」)                    （18：00 ～ 20：00）    
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2012201220122012 年年年年 5555 月月月月 13131313 日（日）日（日）日（日）日（日）                

    

参加者受付参加者受付参加者受付参加者受付                    9999：：：：00000000    ～～～～    14141414：：：：00000000            2 号館 B1 フロアー    

自由論題報告自由論題報告自由論題報告自由論題報告            9999：：：：15151515    ～～～～    9999：：：：55    55    55    55    【第 1 会場】・【第 3 会場】    

統一論題報告統一論題報告統一論題報告統一論題報告        10101010：：：：00000000    ～～～～    12121212：：：：30303030        【第 2 会場】    

＝昼食（弁当配布：【会員控室】）＝    

統一論題シンポジウム統一論題シンポジウム統一論題シンポジウム統一論題シンポジウム        

13131313：：：：30303030    ～～～～    15151515：：：：00000000        【第 2 会場】 

【第 1 会場】2 号館 B1-01  【第 2 会場】2 号館 B1-02 

【第 3 会場】2 号館 B1-04  【会員控室】2 号館 B1-03 

自由論題報告自由論題報告自由論題報告自由論題報告                                                                     （9：15～9：55）    

【第 1 会場】（2 号館 B1-01） 

司会：平岡秀福氏（創価大学） 

報告 平井裕久氏(高崎経済大学)・後藤晃範氏（大阪学院大学） 

「市場における人的資本情報の有用性」 

【第 3 会場】(2 号館 B1-04)  

司会：浅野敬志氏（首都大学東京） 

報告 奥田真也氏（大阪学院大学）・柳瀬典由氏(東京経済大学） 

後藤晋吾氏（University of South Carolina） 

「法人税等調整額は株式リターンを予測するか？」 

＝休憩（＝休憩（＝休憩（＝休憩（10101010 分）＝分）＝分）＝分）＝    

    

統一論題報告「経営分析の現代的課題」統一論題報告「経営分析の現代的課題」統一論題報告「経営分析の現代的課題」統一論題報告「経営分析の現代的課題」                （10：00～12：30） 

【第 2 会場】(2 号館 B1-02）       

司会：梶浦昭友氏（関西学院大学） 

第 1 報告 森美智代氏（熊本県立大学）  

「病院経営分析の課題－ドイツ・コンツェルン医療機関の経営分析を中心に－」    

第 2 報告 向山敦夫氏（大阪市立大学） 

「CSR の戦略的位置づけと経営分析」    

司会:黒川行治氏（慶應義塾大学） 

第 3 報告 向伊知郎氏（愛知学院大学）  

「IFRS の適用による財務諸表分析の課題」 

第 4 報告 一ノ宮士郎氏（専修大学）   

「経営分析の日本的特質」 

＝昼食（弁当配布：＝昼食（弁当配布：＝昼食（弁当配布：＝昼食（弁当配布：【【【【会員控室会員控室会員控室会員控室】】】】）＝）＝）＝）＝    
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統一論題シンポジウム統一論題シンポジウム統一論題シンポジウム統一論題シンポジウム            （13：30～15：00）    

【第 2 会場】(2 号館 B1-02） 

座   長：宮本 順二朗氏（帝塚山大学） 

パネリスト：森美智代氏（熊本県立大学） 

向山敦夫氏（大阪市立大学） 

向伊知郎氏（愛知学院大学） 

一ノ宮士郎氏（専修大学） 

梶浦昭友氏（関西学院大学） 

黒川行治氏（慶應義塾大学）    

    
    

    

    

《《《《CPECPECPECPE 単位認定のご案内》単位認定のご案内》単位認定のご案内》単位認定のご案内》    
 本研究大会に参加される日本公認会計士協会会員の方は、CPE の単位が認定されます。

当日、会場受付で所定の手続きをお済ませください。 

 

日時・報告等 履修単位 

5 月 

12 日 

14：10 ～ 17：40 

（研究部会報告･自由論題報告） 

 

  3* 

 

5 月 

13 日 

9：15 ～ 12：30 

（自由論題・統一論題報告） 

 

  3* 

13：30 ～ 15：00 

（統一論題シンポジウム）        

 

  2 

 

*出席記録はいずれかの会場 1 回のみ 
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《会場案内》《会場案内》《会場案内》《会場案内》    

【報告会場】【報告会場】【報告会場】【報告会場】2222 号館号館号館号館 B1B1B1B1（（（（地下地下地下地下 1111 階階階階））））    

第 1 会場 2 号館 B1－0１ 関東研究部会・自由論題報告（12 日・13 日） 

第 2 会場 2 号館 B1－02 関西研究部会・自由論題報告（12 日） 

統一論題報告・シンポジウム 

第 3 会場 2 号館 B1－04 中部研究部会・自由論題報告（12 日・13 日） 

受 付 2号館B1フロアー  

会員控室 2 号館 B1－03 13 日弁当配布 

 

 

④第 3 会場 

（2 号館 B1-04） 

 

 

     ⑤2 号館 B1 フロアー 

       （受付） 

③会員控室 

（2 号館 B1-03） 

 

②第 2 会場 

（2 号館 B1-02） 

①第 1 会場 

（2 号館 B1-01） 

    
【理事会･大会本部【理事会･大会本部【理事会･大会本部【理事会･大会本部等等等等】】】】    

2222 号館号館号館号館 2222 階階階階     

2 号館 2 階第 2 教室 理事会・理事控室・統一論題打合せ 

2 号館 2 階第 1 教室 大会本部 
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《交通手段・アクセス》《交通手段・アクセス》《交通手段・アクセス》《交通手段・アクセス》 
京都から 

JR 京都駅――（新快速）――高槻駅――（普通）―――岸部駅  （29 分） 

阪急河原町駅―（快速急行）－茨木市駅－（普通）―― 正雀駅  （36 分） 

大阪から 

JR 大阪駅―――――――（普通）―――――――――  岸部駅  （12 分） 

阪急梅田駅（阪急京都線）―――（普通）―――――   正雀駅   （20 分） 

〇JR 東海道本線「岸辺駅」・阪急京都線「正雀駅」から本学（大阪方面）まで徒歩 5 分 

〇会場＝２号館 ・（懇親会場 17 号館 1 階） 

＊なお、大会会場へのお車でのご来場はご遠慮ください。 

 

（懇親会会場：（懇親会会場：（懇親会会場：（懇親会会場：17171717 号館１階号館１階号館１階号館１階    職員食堂）職員食堂）職員食堂）職員食堂）    
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             日本経営分析学会  

第 29 回年次大会準備委員会 

委員長 郡司  健 

委  員  白井 義雄   

小倉 康三   

西村 重富 

奥田 真也   

後藤 晃範   

田中 延幸 

安川 文夫  

協 力 船本 修三 

 

 

日本経営分析学会第 29 回年次大会準備委員会 

事務局 

〒564-8511 大阪府吹田市岸部南 2 丁目 36-1 

大阪学院大学 郡司 健研究室内 

Tel：  06-6381-8434(代表)  

Fax： 06-6382-4363 

E-mail： 29annual@keiei-bunnseki.org 

 


