日本経営分析学会・日本ディスクロージャー
研究学会連合大会 2018 のご案内
初秋の候、会員の皆様方におかれましては、ますますご
健勝のこととお 慶び申し上 げます。 日本経 営分析学会
（BAA）と日本ディスクロージャー研究学会（JARDIS）は、
2018 年 10 月 13・14 日に、
「わが国の会計、監査、および
ディスクロージャーの在り方」と「経営分析の研究および
教育の今後」を統一シンポジウム・テーマとして開催いた
します。統一論題は、報告とパネルディスカッションの 2
部形式で構成されています。2 日目には自由論題報告を設
定いたしました。なお、本大会は、会員以外の方も参加可
能です。日本公認会計士協会会員の参加者には CPE の単位
が認定される予定です。多くの会員の皆様のご参加をお待
ち申し上げます。
2018 年 9 月 19 日

≪賛助のお礼≫
本大会の開催にあたり、以下の法人（50 音順）から賛助いただ
きました。この場を借りて御礼申し上げます。
株式会社アイフィスジャパン
大阪商工会議所
株式会社 QUICK
株式会社税務研究会
株式会社中央経済社
株式会社東洋経済新報社
日経メディアマーケティング株式会社
株式会社日本経済新聞社
株式会社ネオステージ
ビューロー・ヴァン・ダイク・エレクトロニック・
パブリッシング株式会社
株式会社プロネクサス
マージェント・ジャパン株式会社

≪大会参加費・懇親会費≫
〇 参加費
・個人会員・団体会員（両学会の入会申込者を含む）
事前振込 4,000 円（当日 5,000 円）
・学生会員（両学会の入会申込者を含む）
事前振込 2,000 円（当日 5,000 円）
・非会員
事前申込 9,000 円（当日 10,000 円）
〇 懇親会費
・会員・入会申込者 事前振込 4,000 円（当日 5,000 円）
・非会員 事前振込・当日共 5,000 円
ご参加の方は、郵便振替用紙にて 10 月 5 日（金）までにお振り
込み下さい。お振り込みをもちまして参加申込みとさせていただ
きます。なお学会開催直前にお振り込みされた場合は、念のため
郵便振替払込領収書をご持参ください。
※不参加の場合でも払い戻しはいたしませんのでご了承ください。

口座記号番号：00910-3-196451
口座名称（漢字）：連合大会準備委員会事務局
口座名称（カナ）：レンゴウタイカイジュンビイインカイジムキョク）

プログラム
2018 年 10 月 13 日（土）
会場：日本経済新聞社大阪本社
1 階カンファレンスルーム（大阪市中央区高麗橋 1-4-2）
http://www.nikkei.co.jp/nikkeiinfo/corporate/outline/popu
p_osaka.html
参加受付
9:30～17:00 1 階ホール
17:20～
三井ガーデンホテル大阪淀屋橋
BAA 理事会 12:40～13:20 日本経済新聞社大阪本社
7 階 7A 会議室
懇親会
17:30～
三井ガーデンホテル大阪淀屋橋
https://www.gardenhotels.co.jp/osaka-yodoyabashi/
〇

〇 2018 年 10 月 14 日（日）
会場：関西学院大学大阪梅田キャンパス
（大阪市北区茶屋町 19-19 アプローズタワー10・13・14 階）
https://www.kwansei.ac.jp/kg_hub/
参加受付
10:20～12:10 1404 教室（14 階）
12:10～14:20 1005 教室（10 階）
データベース協議会 10:40～12:10 1401 教室、1402 教室
賛助法人展示ブース 10:40～12:10 1403 教室
会員控室（午後は受付と共用）10:20～14:30 1005 教室
BAA・JARDIS 理事会 14:40～17:00 1005 教室（10 階）

2018 年 10 月 13 日（土）
【連合大会シンポジウムⅠ】10:00～11:30
テーマ：
「経営分析の研究および教育の今後」
10:00～10:05 司会・コーディネータ挨拶および趣旨説明
中條祐介（横浜市立大学教授、JARDIS 副会長）
10:05～10:15 薄井 彰（早稲田大学教授、BAA 会長）
10:15～10:25 坂上 学（法政大学教授、JARDIS 会長）
10:25～10:35 坂本恒夫（明治大学名誉教授、BAA 元会長）
10:35～10:45 柴 健次（関西大学教授、JARDIS 元会長）
10:45～11:30 パネルディスカッション

11:30～12:40
12:40～13:20
13:20～14:30

休憩 11:30～14:30
JARDIS 会員総会・学術賞授与式・推戴式
BAA 理事会 日本経済新聞社大阪本社
7 階 7A 会議室
BAA 会員総会・学会賞授与式

【連合大会シンポジウムⅡ】14:30～17:00
「わが国の会計、監査、およびディスクロージャーの
在り方」
14:30～14:35 司会・コーディネータ挨拶および趣旨説明
奥村雅史（早稲田大学教授、BAA 副会長）

基調講演
パネリストの都合により、連合大会シンポジウムⅡの講演者が変更となりました。

14:35～15:05 薄井 彰（早稲田大学教授、日本経営分析学
会会長、日本ディスクロージャー研究学会前会長）
「日本の会計、監査、およびディスクロージャーの研究と
グローバルスタンダード」
15:05～15:35 関根愛子（日本公認会計士協会会長）
「わが国の公認会計士監査と公認会計士の果たすべき役
割」
15:35～16:05 前田昌孝（日本経済新聞社編集委員）
「投資家から見たディスクロージャーの課題」
16:05～16:15 休憩
16:15～17:00 パネルディスカッション
懇親会 17:30～19:30 三井ガーデンホテル大阪淀屋橋
（三井ガーデンホテル大阪プレミアではございませんので
ご注意ください）

2018 年 10 月 14 日（日）
【データベース協議会】10:40～12:10
1401 教室
10:40～11:20 日経メディアマーケティング
11:30～12:10 QUICK
1402 教室
10:40～11:20 ネオステージ
11:30～12:10 マージェント・ジャパン
【賛助法人展示ブース】10:40～12:10 1403 教室
【自由論題報告Ⅰ】10:40～12:10
BAA 01―経営分析（会計分析）
＜第 1 会場＞ 14 階 1405 教室
司会：向伊知郎（愛知学院大学）
10:40～11:25 蒋 飛鴻（実践女子大学）
「中国会計基準の IFRSs へのコンバージェンスと会計情報
の質」
11:25～12:10 井端和男（井端和男公認会計士事務所）
「グラフによる売上債権異常発見法」
JARDIS 01―会計ディスクロージャー
＜第 2 会場＞ 14 階 1406 教室
司会：木村史彦（東北大学）
10:40～11:25 石田惣平（埼玉大学）
・蜂谷豊彦（一橋大学）
「経営者の在任期間と業績予想に対するバイアス」
11:25～12:10 梅澤俊浩（北九州市立大学）
「地域銀行における部分直接償却、貸出金償却および償却
債権取立益の関係」

JARDIS 02―社会ディスクロージャー
＜第３会場＞ 14 階 1408 教室
司会：林 隆敏（関西学院大学）
10:40～11:25 黒木 淳（横浜市立大学）
「医療法人における財務状況の現状と課題―医療法人事業
報告データを用いた実態分析―」
11:25～12:10 平田沙織（長岡大学）
「社会福祉法人のディスクロージャーにおける一試論―統
合報告書作成を中心に―」

会場のご案内
●日本経済新聞社・大阪本社（大会初日会場）
〒541-0043 大阪市中央区高麗橋 1-4-2
地下鉄堺筋線・京阪本線「北浜駅」から徒歩 3 分

2018 年 10 月 13 日（土）～14 日（日）
統一シンポジウム・テーマ
「わが国の会計、監査、および
ディスクロージャーの在り方」
「経営分析の研究および教育の今後」

【自由論題報告Ⅱ】13:00～14:30
BAA 02―経営分析（業種別経営分析）
＜第 4 会場＞ 13 階 8 号室
司会：山本達司（同志社大学）
13:00～13:45 秋葉 健（高崎経済大学）
「日本における旅客鉄道事業の輸送密度と営業収支の関連
性―平成 27 年度鉄道統計年報を基にして―」
13:45～14:30 加藤仁史（明治大学）
「建設会社における生産性と営業力の役割」
JARDIS 03―市場ディスクロージャー
＜第 2 会場＞ 14 階 1406 教室
司会：北川教央（神戸大学）
13:00～13:45 根建晶寛（福島大学）
「ディスクロージャーと利益の関係性が配当政策に与える
影響－当期純利益はいかなる時に相対的に有用な財務情
報となりうるか－」
13:45～14:30 金 奕群（早稲田大学）
「決算短信における XBRL 適用と投資家のアンダーリアク
ション―適用前後の株価ドリフトの分析－」

日本経済新聞社・大阪本社
関西学院大学・大阪梅田キャンパス
●三井ガーデンホテル大阪淀屋橋（大会初日懇親会会場）
https://www.gardenhotels.co.jp/osaka-yodoyabashi/
〒541-0043 大阪市中央区高麗橋 2-5-7
電話 06-6223-1131
地下鉄御堂筋線「淀屋橋駅」から徒歩 5 分

BAA・JARDIS 理事会

Premier Sponsors
日本経済新聞社

●関西学院大学・大阪梅田キャンパス（大会 2 日目会場）
〒530-0013 大阪市北区茶屋町 19-19 アプローズタワー14
階（受付） オフィス用エレベータ(１階)でお越しください。
連合大会準備委員会
BAA 準備委員長
中嶋規夫（日本経済新聞社）
JARDIS 準備委員長 大村 泰（日経メディアマーケティング）
連合大会プログラム委員会
BAA 委員長
阪 智香（関西学院大学）
委員（事務局） 浅野信博（大阪市立大学）
委員
田村香月子（関西大学）
委員
井上修一（日本経済新聞社）
JARDIS 委員長
乙政正太（関西大学）
委員（事務局） 榎本正博（神戸大学）
委員
三輪一統（神戸大学）
委員
神谷佳緒里（日経メディアマーケティング）
委員
古山 徹（日経メディアマーケティング）

BAA & JARDIS 01―コーポレートガバナンス
司会：音川 和久（神戸大学）
＜第３会場＞ 14 階 1408 教室
13:00～13:45 大沼 宏(東京理科大)・石黒武秀(東京理科大)
「経営者の自信過剰と租税負担削減行動」
13:45～14:30 今西史弥（大阪市立大学）
「ゴーイング･コンサーン情報開示と監査人の交代」
14:40～17:00

日本経営分析学会
日本ディスクロージャー研究学会
連合大会 2018 プログラム

1005 教室（10 階）

≪CPE 単位認定のご案内（申請中）≫
最新の情報については、学会 website でご確認ください。
阪急「梅田駅」茶屋町口改札口より北へ徒歩５分
JR「大阪駅」御堂筋出口から徒歩 10 分、地下鉄御堂筋線「梅
田駅」から徒歩 7 分、「中津駅」から南東へ徒歩４分。

日本経営分析学会ホームページ
http://www.keiei-bunseki.org/
日本ディスクロージャー研究学会ホームページ
http://www.jardis.org/events/meeting/18/
プログラム委員会事務局連絡先
jointmeeting@mail.jardis.org
〒558-8585 大阪市住吉区杉本 3－3－138
大阪市立大学大学院経営学研究科 浅野信博研究室気付

