
⽇本経営分析学会 会員の皆様へ 
 

 陽春の候、会員の皆様におかれましては、益々ご清祥の

こととお慶び申し上げます。  

 さて、来る 2017 年 4 月 30 日（日）、日本経営分析学

会第 34 回年次大会を関西大学千里山キャンパスにて開

催させていただくこととなりました。 
 統一論題テーマは「パブリック・ディスクロージャーと経営

分析」とし、4 名の先生に、パブリック・インタレストを意識し

たパブリック・ディスクロージャーと経営分析を論じていた

だきます。 
 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。 
2017 年 3 月吉日 

日本経営分析学会第 34 回年次大会準備委員会 

************************************************ 
理事会・委員会のご案内 

------------------------------------------------ 

 日  付： 2017 年 4 月 29 日（土） 
 時  間： 年報編集委員会 15：00〜16：00 
      ： 理 事 会    16：15〜18：00 
 場  所： 関西大学 経商研究棟 3A・3B 会議室 
------------------------------------------------ 

 日  付： 2017 年 4 月 30 日（日） 
 時  間： 学会賞審査委員会  12：00〜12：45 
 場  所： 関西大学 100 周年記念会館 第１会議室 
************************************************ 

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 
 研究部会セッション：2 単位 
 特別講演＋統一論題報告：3 単位 
 統一論題討論：１単位         （研修コード：2019） 

プログラム 

************************************************ 
大会受付等のご案内 

------------------------------------------------ 

受   付： 100 周年記念会館ロビー 
受付時間： 2017 年 4 月 30 日（日） 9：30〜17：00 
会員控室： 100 周年記念会館 第 2 会議室 
************************************************ 

午   前 

************************************************ 
10：10～11：55 中部研究部会セッション 
------------------------------------------------ 

＜A 会場＞ 第 4・5 会議室 
司会： 平賀 正剛 氏（愛知学院大学） 
------------------------------------------------ 

10：10～10：45 
 子会社支配の強化と連結会計情報の価値関連性 

野口 倫央 氏（東海学園大学） 
10：45～11：20 
 一定の要件を満たす特別目的事業体の連結に関する

例外規定の改訂に伴う実体的裁量行動の分析 
威知 謙豪 氏（中部大学） 

11：20～11：55 
 意思決定モデルの選択と欠落変数バイアス 

眞鍋 和弘 氏（名古屋外国語大学） 
************************************************ 
10：45～11：55 自由論題報告 
------------------------------------------------ 

＜B 会場＞ 第 1 会議室 
司会： 向 伊知郎 氏（愛知学院大学）  
------------------------------------------------ 

10：45～11：20 
 日本における PIPEs（private investment in public equities）
の事例分析 －売出しを通じたエグジット事例を中心として－ 

杉浦 慶一 氏（株式会社日本バイアウト研究所） 
11：20～11：55 

 買収実施後の組織統合が業績へ与える影響に関する研究 
村上 暢子氏（筑波大学大学院） 

------------------------------------------------ 

＜C 会場＞ 第 3 会議室 
司会： 田代 樹彦 氏（名城大学） 
------------------------------------------------ 

10：45～11：20 
 中小企業連携において確認するパートナー企業情報の差 

米岡 英治 氏（茨城キリスト教大学） 
11：20～11：55 
 日本企業の ROE の構造に関する研究 

古山 徹 氏（日経メディアマーケティング株式会社） 
************************************************ 

午   後 

************************************************ 
特別講演 
  「パブリック・ディスクロージャーと会計検査」 
  小林 麻理 氏（会計検査院検査官） 
------------------------------------------------ 

 時  間： 12：50～13：40 
 会  場： 100 周年記念会館 ホール１ 
 司  会： 柴 健次 氏（関西大学） 

************************************************ 

統一論題 報告 
  「パブリック・ディスクロージャーと経営分析」 
------------------------------------------------ 

 時  間： 13：40〜15：40 
 会  場： 100 周年記念会館 ホール１ 
 座  長： 木村 敏夫 氏（流通科学大学） 
------------------------------------------------ 

13：40〜14：10 
 企業のパブリック向けディスクロージャーとその分析 

向山 敦夫 氏（大阪市立大学） 
14：10〜14：40 
 非営利組織（法人）のディスクロージャーとその分析 

小西 範幸 氏（青山学院大学） 



14：40〜15：10 
 政府・自治体のディスクロージャーとその分析 

黒川 行治 氏（慶應義塾大学） 
15：10〜15：40 
 未来のディスクロージャーとその分析 

坂上 学   氏（法政大学） 
************************************************ 
15：50〜16：40 会員総会 

100 周年記念会館 ホール１ 
************************************************ 
統一論題 討論 
  「パブリック・ディスクロージャーと経営分析」 
------------------------------------------------ 

 時  間： 16：50〜17：50 
 会  場： 100 周年記念会館 ホール１ 
 座  長： 木村 敏夫 氏（流通科学大学） 
------------------------------------------------ 

 討論者： 向山 敦夫 氏（大阪市立大学） 
小西 範幸 氏（青山学院大学） 
黒川 行治 氏（慶應義塾大学） 
坂上 学   氏（法政大学） 

************************************************ 
18：00〜19：30 懇親会 
  100 周年記念会館 1 階 レストラン紫紺 
************************************************ 

参加申込のご案内 

 大会参加費は以下の通りです。ご参加はお振込をもって

確認させていただきます。4 月 14 日（金）までに、同封の振

込用紙にてお振込下さい。大会当日に参加をお申込みの

場合は受付時にお支払いいただけますが、金額が異なり

ますのでご注意下さい。なお、領収書は発行いたしません

ので、振替振込請求書兼受領書にて代用ください。 
参 加 費： 3,000 円（当日申込は 4,000 円となります） 
懇親会費： 5,000 円（当日申込は 6,000 円となります） 
口座番号： 00990-6-210378 
口座名称：日本経営分析学会 34 回年次大会準備委員会 

------------------------------------------------ 

 昼食（お弁当）の用意はございません。当日は、大学近

辺の飲食店等をご利用下さい。 
 

交通アクセス 

 関西大学 100 周年記念会館へは、阪急電鉄「関大前」

駅下車、梅田方面 南改札口から関西大学南門を経て、

エスカレーターをご利用下さい。 
 
  ◯新幹線「新大阪」駅からのアクセス 
JR「新大阪」駅から地下鉄御堂筋線「なかもず」又は「天王

寺」行で「西中島南方」駅下車、阪急電鉄に乗換え「南方

（みなみかた）」駅から「淡路」駅を経て「関大前」駅下車。 
  ◯大阪国際空港（伊丹空港）からのアクセス 
大阪モノレール「大阪空港」駅から「門真市（かどまし）」行

で「山田」駅下車、阪急電鉄に乗り換え「関大前」駅下車。 
  ◯大阪（梅田）からのアクセス 
 阪急電鉄「梅田」駅から、千里線「北千里」行、または京

都「河原町」行（通勤特急を除く）で「淡路」駅下車、「北千

里」行に乗り換えて「関大前」駅下車。 
  ◯地下鉄利用のアクセス 
 地下鉄堺筋線（阪急電鉄千里線に相互乗り入れ）が阪

急電鉄「淡路」駅を経て「関大前」駅に直通しています 
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関西大学  千里山キャンパス 
100 周年記念会館 
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齊野 純子 
田村 香月子 

      宗岡 徹 
 

〒564-8680 大阪府吹田市山手町 3 丁目 3 番 35 号 
関西大学会計専門職大学院 柴健次研究室内 

E-mail  kenshiba@kansai-u.ac.jp 
（ご連絡は E-mail にてお願いいたします） 
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