
日本経営分析学会 

会員のみなさまへ 

 
清秋の候、会員のみなさまには益々ご清祥のこ

ととお慶び申し上げます。 
さて、来る 2015 年 11 月 14 日(土)に日本経営分

析学会第 31 回秋季大会を関西学院大学西宮上ケ

原キャンパス（Ｂ号館 2 階）にて開催させていた

だきますのでご案内申し上げます。 
今回の統一論題テーマは、各地域部会のこれま

での主題と経営分析に不可欠になってきている利

用対象としてのデータベースの状況を組み合わせ、

「経営分析の多面性」といたしました。3 名のパネ

ラーの先生方から、国際財務報告、データベースお

よび公会計の側面と経営分析の接点に関する諸問

題を報告いただき、シンポジウムを行います。 
今回の年次大会が経営分析研究にとって実り多

いものになるよう、多くの会員の方々のご参加を

心からお待ち申し上げております。 
******************************************** 

なお、おって送付される『日本経営分析学会会報』

をあわせて参照ください。 
******************************************** 

受付等のご案内 

----------------------------------------------------------------- 
受付：Ｂ号館 2 階ホワイエ 
受付時間：09:30～16:30 
会員控室（午後のみ）：Ｂ号館 2 階 202 教室 
懇親会場：関西学院会館・風の間 

懇親会場には受付を設けませんので、あらかじ

めご了解ください。 
******************************************** 

プログラム 

******************************************** 
＜午前＞ 

******************************************** 
10:00～11:10 自由論題報告 
----------------------------------------------------------------- 
＜第 1 会場＞ Ｂ号館 2 階 201 教室 

司会：青淵 正幸 氏（立教大学） 
----------------------------------------------------------------- 
10:00～10:35 
「わが国における資本予算評価技法の実態」 

大西 智之 氏（早稲田大学大学院） 
10:35～11:10 
「のれんの減損の有無に関する日米欧のデータに

基づく比較」 
   上野 雄史 氏（静岡県立大学） 

内野 三四郎 氏（静岡県立大学大学院） 
 

----------------------------------------------------------------- 
＜第２会場＞ B 号館 2 階 203 教室 

司会：阪 智香 氏（関西学院大学） 
----------------------------------------------------------------- 
10:00～10:35 
「M&A 実施企業の財務特性に関する研究」 
   村上 暢子 氏（筑波大学大学院） 

10:35～11:10 
「経営管理における適切な予算管理の運用のため

の組織文化の探求」 
町田 遼太 氏（早稲田大学大学院） 

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

 
 
 
 
******************************************** 
11:10～12:20 研究部会セッション 
----------------------------------------------------------------- 
＜中部研究部会＞ B 号館 2 階 201 教室 

司会：向 伊知郎 氏（愛知学院大学） 
----------------------------------------------------------------- 
11:10～11:45 
「連結会計情報の価値関連性―連結子会社数の変

動に焦点を当てて―」 
野口 倫央 氏（東海学園大学） 

11:45～12:20 
「金融危機における会計情報に対する資本市場の

反応」 
眞鍋 和弘 氏（名古屋外国語大学） 
 

----------------------------------------------------------------- 
＜関西研究部会＞ B 号館 2 階 203 教室 

司会：田村 香月子 氏（関西大学） 
----------------------------------------------------------------- 
11:10～11:45 
「空港発着枠取引の会計処理と開示―欧州航空会

社を事例として―」 

宗田 健一 氏（鹿児島県立短期大学） 
11:45～12:20 
「更生・再生会社の再生指標―事例研究」 

木村 敏夫 氏（流通科学大学） 

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



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

******************************************** 
13:30～15:00 統一論題報告 

テーマ：経営分析の多面性 

      Ｂ号館 2 階 201 教室 
司会：向山 敦夫 氏（大阪市立大学） 

----------------------------------------------------------------- 
13:30～14:00 
「経営分析と国際財務報告」 
   西海 学 氏（愛知学院大学）      
14:00～14:30 
「経営分析とデータベース」 
   古山 徹 氏（日経メディアマーケティング） 
14:30～15:00 
「政府・非営利組織の経営分析」 
   柴 健次 氏（関西大学） 
******************************************** 
15:05～15:20 会員総会  Ｂ号館 2 階 201 教室 
15:20～15:40 休憩（統一論題調整） 
******************************************** 
15:40～17:00 統一論題パネル 

テーマ：経営分析の多面性 
     B 号館 2 階 201 教室 

コーディネーター： 
向山 敦夫 氏（大阪市立大学） 

----------------------------------------------------------------- 
パネラー： 

   西海 学 氏（愛知学院大学） 
  古山 徹 氏（日経メディアマーケティング）      

   柴 健次 氏（関西大学） 
******************************************** 

******************************************** 
17:15～19:00 懇親会 

関西学院会館(宝塚ホテル運営) 風の間 
******************************************** 
----------------------------------------------------------------- 

諸会議 

2015 年 11 月 13 日(金) 

17:00～17:30 年報編集委員会 
18:00～20:00 理事会 

会場：第 2 教授研究館(池内記念館)研究会室 1 
----------------------------------------------------------------- 
******************************************** 

参加費等のご案内 

----------------------------------------------------------------- 
大会参加費 2,000 円 
懇親会費  5,000 円 
 同封の振替用紙にて 11 月 5 日(木)までにお支払

いください。お振り込みをもってご出席の確認と

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。 
口座番号：００９２０－６－２７５２９２ 
口座名：日本経営分析学会第３１回秋季大会 

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

会場：関西学院大学・西宮上ケ原キャンパス 

  阪急電車・梅田（大阪）および三宮（神戸）、

いずれからの場合も、神戸線特急利用で西宮北

口駅乗り換え、今津線宝塚または仁川行で甲東

園駅（阪急バスあり）または仁川駅（徒歩のみ）

下車。ゆっくり歩いて 15 分程度。 
交通および会場案内は別紙を参照ください。 

日本経営分析学会 

第 31 回秋季大会のご案内 

 

統一論題 

「経営分析の多面性」 
 
 

2015 年 11 月 14 日(土) 
10:00～19:00 

 
関西学院大学 

西宮上ケ原キャンパス 
Ｂ号館 2 階 

 
662-8501 兵庫県西宮市上ケ原一番町 1-155 

関西学院大学商学部会計学研究室 
 
日本経営分析学会第 31 回秋季大会準備委員会 

委員長  梶浦 昭友 
委員   平松 一夫 

           小菅 正伸 
           井上 達男 
           林  隆敏 
           阪  智香 
            浜田 和樹 

 
E-mail: 31autumn@keiei-bunseki.org 

（ご連絡は E-mail でお願いいたします。） 


