
日本経営分析学会  会員のみなさまへ  
 
春陽の候、会員のみなさまにおかれましては、益々

ご清祥のこととお慶び申し上げます。 
さて、来る 2016 年 5 月 21 日（土）に日本経営分

析学会第 33 回年次大会を中部大学春日井キャンパス
にて開催させていただくこととなりました。 
今回の統一論題テーマは、「会計不正と経営分析」と

いたしました。昨今、さまざまな会計に関わる不正が、

企業活動に大きな影響を及ぼす事例が発生しておりま

す。本大会では、3 名の先生方より、企業行動、セグ
メント情報および経営者の業績予想の観点から会計不

正を捉えて頂き、議論を深めたいと考えております。 
今回の年次大会が経営分析研究にとって実り多いも

のとなるよう祈願いたしますとともに、多くの会員の

皆様のご参加を心からお待ち申し上げております。 
2016年 4月吉日 

日本経営分析学会第 33回年次大会準備委員会 
************************************************ 

受付等のご案内 
----------------------------------------------------------------------- 
受	 	 付：不言実行館 1階ロビー 
受付時間： 9:00～16:00 
会員控室：第 1学生ホール 
懇親会場：不言実行館 6階 アロハテーブル 

************************************************ 
日本公認会計士協会 CPE認定研修のご案内 

----------------------------------------------------------------------- 
本大会の報告・討論は、CPE認定研修として以下の

通り承認されております。 
自由論題報告：1単位 
統一論題報告：2単位 
統一論題討論：1単位 

（研修コード：2099） 

プログラム 
************************************************ 

＜午前＞  
************************************************ 
 9:50～11:45 自由論題報告 
----------------------------------------------------------------------- 
＜第 1 会場＞ 10号館 2階 1021 講義室 

司会：関 利恵子 氏（信州大学） 
----------------------------------------------------------------------- 
 9:50～10:25 
時系列財務指標と AdaBoost を用いた実質破綻予測
モデルの構築 

髙田 悠太 氏（東京理科大学大学院） 
保坂 忠明 氏（東京理科大学） 
大沼 宏	  氏（東京理科大学） 

10:30～11:05 
キャッシュ・フロー分析による財務の潜在的な経営

リスク検知の可能性についての検証－倒産予知分析

との関係性についての考察－ 
島田 康人 氏（名城大学） 

11:10〜11:45 
企業格付けと ROEとの関係に係る実証分析 

白田 佳子 氏（法政大学） 
----------------------------------------------------------------------- 
＜第 2 会場＞ 10 号館 2階 1022 講義室 

司会：奥田 真也 氏（名古屋市立大学） 
----------------------------------------------------------------------- 
 9:50～10:25 
資本構成と資本コスト－資本市場の価格機能と銀行

の数量調整－ 
亀川 雅人 氏（立教大学） 
高橋 隆太 氏（立教大学大学院） 

10:30～11:05 
「信託口」の持株比率の変化と財務戦略 

鳥居 陽介 氏（諏訪東京理科大学） 

 
11:10～11:45 
将来業績に影響を与える非財務情報の分析 

廣瀬 喜貴 氏（高崎商科大学短期大学部） 
平井 裕久 氏（高崎経済大学） 
新井 康平 氏（群馬大学） 

----------------------------------------------------------------------- 
＜第 3会場＞ 10号館 2階 1023 講義室 

司会：上野 雄史 氏（静岡県立大学） 
----------------------------------------------------------------------- 
 9:50～10:25 

IFRSに基づく会計情報の価値関連性研究 
譚	 鵬 氏（中部大学） 

10:30～11:05 
企業会計基準第 26 号の導入に伴う財務諸表への影
響－退職給付見込額の期間帰属方法および割引率の

変更を中心として 
笠岡 恵理子 氏（関西学院大学） 

11:10～11:45 
私立大学における会計手続きと情報開示：9 学校法
人へのインタビュー調査から 

黒木 淳 氏（横浜市立大学） 
----------------------------------------------------------------------- 
＜第 4会場＞ 10号館 2階 1024 講義室 

司会：古山 徹 氏（日経メディアマーケティング） 
----------------------------------------------------------------------- 
 9:50～10:25 

PB選好の理論的背景と将来の展望 
大西 智之 氏（早稲田大学大学院） 

10:30～11:05 
日本交通技術の外国公務員贈賄事件の事例研究 

樋口 晴彦 氏（警察大学校） 
11:10～11:45 
ワールドの非公開化後の経営分析 

杉浦 慶一 氏（株式会社日本バイアウト研究所） 



************************************************ 
 ＜午後＞  

************************************************ 
12:45～14:15 統一論題報告 

テーマ：会計不正と経営分析 
会  場：不言実行館 1階 アクティブホール 
座  長：向 伊知郎 氏（愛知学院大学）  

-----------------------------------------------------------------------  
12:45～13:15 
会計不正と経営分析～企業行動の観点から 

中條 良美 氏（阪南大学）  
13:15～13:45 
会計不正と経営分析～セグメント情報の観点から 

中野 貴之 氏（法政大学） 
13:45～14:15 
会計不正と経営分析～経営者の業績予想の観点から 

田代 樹彦 氏（名城大学）  
************************************************ 
14:25～15:15 会員総会 

不言実行館 1階 アクティブホール 
************************************************ 
15:25～16:45 統一論題討論 

テーマ：会計不正と経営分析 
会	 場：不言実行館 1階 アクティブホール 
座	 長：向 伊知郎 氏（愛知学院大学） 
討論者：中條 良美 氏（阪南大学） 

中野 貴之 氏（法政大学） 
田代 樹彦 氏（名城大学） 

************************************************  
17:00～18:30 懇親会 

不言実行館 6階 アロハテーブル 
************************************************ 

参加登録手続き等のご案内 
----------------------------------------------------------------------- 
大会参加費 3,000円、懇親会費 5,000円です。 
 
口座番号：００８７０－６－２１６４８７ 
口座名称：日本経営分析学会第 33回年次大会準備委員会 

 
同封の振替用紙にて 5月 6日（金）までにお振り込

みください。ご参加はお振り込みをもって確認させて

いただきます。領収証は発行いたしませんので、振替

払込請求書兼受領証で代用ください。 
昼食（お弁当）の用意はございません。当日は食堂、

コンビニ等が営業しております。大学近辺には飲食店

等はございませんのでご承知おきください。 
************************************************ 

交通アクセス  
----------------------------------------------------------------------- 

JR 中央本線「神領（じんりょう）」駅下車（名古屋
駅より「普通」で約 26分）、北口「中部大学スクール
バスのりば」からスクールバスで約 10 分（200 円）。
現金・交通系 IC カードがご利用いただけます。詳細
につきましては、別紙および中部大学のウェブサイト

から「交通アクセス」をご覧ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
駐車場もご利用いただけます。正門にお越しくださ

い。ご案内いたします。 
タクシーの場合は、JR中央本線「高蔵寺（こうぞう

じ）」駅の北口タクシー乗り場をご利用ください。大学

正門まで約 10分、1,500円程度です。 

 
 

日本経営分析学会 
第 33回年次大会のご案内 

 
 

統一論題 

「会計不正と経営分析」 

 
2016 年 5 月 21 日（土） 

9:50 ～ 18:30 
 

中部大学 
春日井キャンパス 

 
不言実行館 1階 アクティブホール 

10号館 2階 
 
 
 
〒487-8501 愛知県春日井市松本町 1200 

中部大学経営情報学部事務室内 
 
日本経営分析学会第 33回年次大会準備委員会 

委員長 阿部 仁  
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E-mail: 33annual@keiei-bunseki.org 
（ご連絡は E-mail でお願いいたします。） 


