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大会全体スケジュール

第1日目　9月6日（日）
会場：神戸国際会議場・神戸ポートピアホテル

11：00～17：00 参加者受付 （1階メインホール前）

18：00～19：00 参加者受付（懇親会受付のみ）
 （神戸ポートピアホテル南館1階）

12：00 新入会員発表 （1階メインホール前）

12：00～17：00 会長および評議員選挙 （5階501会議室）

学会賞および太田・黒澤賞審査委員選挙

13：00～14：30 会員総会 （1階メインホール）

14：40～15：20 特別委員会報告 （1階メインホール）

山浦久司委員長

15：30～16：10 特別委員会報告 （1階メインホール）

河﨑照行委員長

16：30～17：30 特別講演会 （1階メインホール）

Professor Stephen H. Penman

18：30～20：30 懇親会 （神戸ポートピアホテル南館1階大和田の間）

※司会者・報告者等の氏名は敬称を略しております。
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第2日目　9月7日（月）
会場：神戸大学六甲台キャンパス

9：00～15：30 参加者受付 （六甲台講堂エントランスホール）

9：00～13：00 会長および評議員選挙 （本館3階306教室）

学会賞および太田・黒澤賞審査委員選挙

9：30～11：50 国際セッションⅠ （アカデミア館5階504教室）

9：30～11：50 自由論題報告Ⅰ
 （本館・第2学舎・アカデミア館各教室）

13：00～13：40 スタディ・グループ報告 （六甲台講堂）

北村敬子主査

13：45～14：25 スタディ・グループ報告 （六甲台講堂）

園田智昭主査

14：45～16：55 統一論題報告
 （六甲台講堂・本館2階206教室・232教室）
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第3日目　9月8日（火）
会場：神戸大学六甲台キャンパス

9：00～15：30 参加者受付 （六甲台講堂エントランスホール）

10：05～11：15 国際セッションⅡ （アカデミア館5階504教室）

9：30～11：50 自由論題報告Ⅱ
 （本館・第2学舎・アカデミア館各教室）

13：00～14：45 統一論題討論
 （六甲台講堂・本館2階206教室・232教室）

15：00～16：30 IFRSセッション （六甲台講堂）
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理事会・評議員会等スケジュール

9月5日（土）
会場：神戸大学六甲台キャンパス

11：00～13：00 会長・評議員選挙管理委員会
 （本館1階小会議室）

12：00～13：00 入会資格審査委員会 （本館1階応接室）

13：00～15：00 学会賞および太田・黒澤賞審査委員会
 （本館2階貴賓室）

15：00～17：30 理事会 （本館3階大会議室）

9月6日（日）
会場：神戸国際会議場

9：30～10：00 評議員受付 （1階メインホール前）

10：00～12：00 評議員会 （5階502会議室）

9月7日（月）
会場：神戸大学六甲台キャンパス

13：00～ 会長・評議員選挙管理委員会
 （本館3階306教室）

9月8日（火）
会場：神戸大学六甲台キャンパス

12：00～12：50 新評議員会・理事選挙 （本館3階306教室）

16：30～ 新旧合同理事会・新理事会 （本館3階大会議室）
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大会詳細スケジュール

第1日目　9月6日（日）
会場：神戸国際会議場・神戸ポートピアホテル

参加者受付　11：00～17：00 （1階メインホール前）

参加者受付（懇親会受付のみ）　18：00～19：00

 （神戸ポートピアホテル南館1階）

新入会員発表　12：00 （1階メインホール前）

会員控室　11：00～17：00 （B1階地下ロビー）

会員総会　13：00～14：30 （1階メインホール）

特別委員会報告 （1階メインホール）

　特別委員会報告（1）　14：40～15：20

　特別委員会報告（2）　15：30～16：10

 （発表時間 各30分　質疑応答 各10分）

特別委員会報告（1） 司　会：柴 健次（関西大学）　
 委員長：山浦 久司（明治大学）

新しい地方公会計の理論、制度、および活用実践
（中間報告）

特別委員会報告（2） 司　会：齋藤 真哉（横浜国立大学）
 委員長：河﨑 照行（甲南大学）　　

経済社会のダイナミズムと会計制度のパラダイム転換に
関する総合研究（最終報告）
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特別講演会　16：30～17：30 （1階メインホール）

Accounting Research： Present and Future
Professor Stephen H. Penman（Columbia University）

懇親会　18：30～20：30

（神戸ポートピアホテル 南館1階 大和田の間）
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第2日目　9月7日（月）
会場：神戸大学六甲台キャンパス

参加者受付　9：00～15：30 （六甲台講堂エントランスホール）

会員控室　　9：00～15：00 （本館1階102教室）

国際セッションⅠ （アカデミア館5階504教室）

　 報 告（1）　 9：30～10：00

報 告（2）　10：05～10：35

　　　　（休憩 10分）

　 報 告（3）　10：45～11：15

報 告（4）　11：20～11：50

 （発表時間 各20分　質疑応答 各10分）

司会：野口 晃弘（名古屋大学）

（1） 韓国会計学会からの招待報告者
コメンテーター：阪 智香（関西学院大学）

（2） 韓国会計学会からの招待報告者
コメンテーター：宮宇地 俊岳（追手門学院大学）

司会：小津 稚加子（九州大学）

（3） 台湾会計学会からの招待報告者
コメンテーター：堀口 真司（神戸大学）

（4） 台湾会計学会からの招待報告者
コメンテーター：白田 佳子（法政大学）
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自由論題報告Ⅰ 第1会場－第10会場　　　　　　　　
 第11会場－第14会場（院生セッション）

　報告（1）　 9：30～10：00

　報告（2）　10：05～10：35

　　　　（休憩 10分）

　報告（3）　10：45～11：15

　報告（4）　11：20～11：50

 （発表時間 各20分　質疑応答 各10分）

第1会場（本館2階206教室）

司会：小菅 正伸（関西学院大学）

（1）  わが国中小企業の管理会計システム構築の
現状と展望
上東 正和（富山大学）

（2）  投資評価技法としての原価比較法と
損益分岐点法の実態
清水 信匡（早稲田大学）

司会：辻 正雄（早稲田大学）

（3） 業績評価のバイアスが昇進の意思決定に与える影響
佐久間 智広（松山大学）
小笠原 亨（神戸大学大学院生）
三矢 裕（神戸大学）

（4）  組織間協働における境界連結者の
アカウンタビリティ
大浦 啓輔（滋賀大学）
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第2会場（本館2階208教室）

司会：中村 博之（横浜国立大学）

（1）  スポーツ施設提供業における収益予測システムの
設計に関する研究
―事例による有効性の検証を中心にして―
金川 一夫（九州産業大学）
手嶋 竜二（九州産業大学）

（2） 純粋持株会社における子会社のコントロール
齋藤 正章（放送大学）

司会：浜田 和樹（関西学院大学）

（3）  許容原価方式の歴史的検討
―石尾登の文献研究を中心にして―
鈴木 新（就実大学）

（4）  ライフサイクル・コスティング方法の研究
―21世紀に開発された方法を中心として―
岡野 憲治（松山大学名誉教授）

第3会場（本館2階210教室）

司会：大塚 成男（千葉大学）

（1）  「理解可能性」からみたわが国公会計制度が抱える
課題の検討
石田 晴美（文教大学）

（2）  公的組織における会計情報の有用性と理解可能性
―国立大学法人の場合―
山本 清（東京大学）

司会：清水 涼子（関西大学）

（3） 市町村における監査の実施体制に関する調査から
松本 有二（静岡産業大学）

（4）  私立大学における裁量行動の分析
―基本金組入に注目して―
黒木 淳（横浜市立大学）
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第14会場（院生セッション）（第2学舎1階163教室）

司会：青木 雅明（東北大学）

（2） 組織ライフサイクルとインタラクティブ・コントロール：
成熟期・再生期・衰退期の企業に着目して
森 浩気（慶應義塾大学大学院生）

司会：山下 裕企（青山学院大学）

（3） 税率引下げと繰越欠損金制度改正に対する企業の
課税所得調整行動：限界税率を用いた検証
成川 旦人（横浜市立大学大学院生）

（4） 欠損金の繰越控除制度に関する会計・税法的考察
柳 綾子（成蹊大学大学院生）

スタディ・グループ報告　13：00～14：25 （六甲台講堂）

　スタディ・グループ報告（1）　13：00～13：40

　スタディ・グループ報告（2）　13：45～14：25

 （発表時間 各30分　質疑応答 各10分）

スタディ・グループ報告（1） 司会：尾畑 裕（一橋大学）　
 主査：北村 敬子（中央大学）

わが国における女性会計学者の現状と課題
（中間報告）

スタディ・グループ報告（2） 司会：浅田 孝幸（立命館大学）　
 主査：園田 智昭（慶應義塾大学）

企業グループ・マネジメントのための管理会計
（最終報告）
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統一論題報告　14：45～16：55

「会計研究のフロンティア」

　　報告（1）
　　報告（2）
　　（休憩 10分）

　　報告（3）
　　報告（4） （報告時間各30分）

第1会場（六甲台講堂）
座長：大日方 隆（東京大学）

「財務会計研究のフロンティア」

（1） 資本市場研究の課題と展望
音川 和久（神戸大学）

（2） 会計規制研究の可能性
大石 桂一（九州大学）

（3） 会計的裁量行動の測定における課題と展望
奥村 雅史（早稲田大学）

（4） 理論と実証の融合
太田 康広（慶應義塾大学）
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第2会場（本館2階206教室）

座長：澤邉 紀生（京都大学）

「管理会計研究のフロンティア」

（1） 管理会計研究における進化論的アプローチの
構想と成果
丸田 起大（九州大学）

（2） 組織間管理会計研究の課題と展望
梶原 武久（神戸大学）

（3） リスク、クライシスの領域と管理会計のフロンティア
佐々木 郁子（東北学院大学）

（4） 産業クラスターへの管理会計の応用
～メゾレベルの管理会計への挑戦
高橋 賢（横浜国立大学）

第3会場（本館2階232教室）

座長：脇田 良一（名古屋経済大学）

「 監査研究のフロンティア
～監査報告書の改革をめぐって～」

（1） 監査報告書の保証機能と監査人の責任
高田 敏文（東北大学）

（2） 財務諸表の監査における監査判断形成と
監査報告モデル
内藤 文雄（甲南大学）

（3） インフォメーション・レポート化する
監査報告書の受容可能性
松本 祥尚（関西大学）

（4） 監査報告書に対する財務諸表利用者の認識と期待
町田 祥弘（青山学院大学）



― 18 ―

第3日目　9月8日（火）
会場：神戸大学六甲台キャンパス

参加者受付　9：00～15：30 （六甲台講堂エントランスホール）

会員控室　　9：00～15：00 （本館1階102教室）

国際セッションⅡ （アカデミア館5階504教室）

　報 告（2）　10：05～10：35

　　　　（休憩 10分）

　 報 告（3）　10：45～11：15

 （発表時間 各20分　質疑応答 各10分）

司会：勝尾 裕子（学習院大学）

（2） Bring Active Learning into the Accounting 
Classroom
報告者：菅原 智（広島修道大学）
コメンテーター：韓国会計学会からの招待討論者

（3） 日本会計学会からの招待報告者
報告者：村上 裕太郎（慶應義塾大学）
コメンテーター：台湾会計学会からの招待討論者
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第12会場（院生セッション）（第2学舎1階161教室）

司会：山本 達司（大阪大学）

（1） 集約レベルの利益・リターン関係のメカニズム
―資本コストの変化に着目して―
吉永 裕登（一橋大学大学院生）

（2） IFRS 適用のアナウンスメントが日本市場に与える
影響
井上 謙仁（大阪市立大学大学院生）

司会：薄井 彰（早稲田大学）

（3） 会計上の暖簾と資本コスト
調 勇二（一橋大学大学院生）

（4） 配当政策とインプライド資本コストの実証的関連性
太田 裕貴（大阪市立大学大学院生）

第13会場（院生セッション）（第2学舎1階162教室）

司会：浦山 剛史（姫路獨協大学）

（2）  監査報酬、利益操作、訴訟リスクの関連性
―米国上場する日本企業を分析対象として―
顧 俊堅（名古屋大学大学院生）
胡 丹（名古屋大学）

司会：円谷 昭一（一橋大学）

（3） 四半期決算発表の集中化と利益情報に対する
過小反応の関連性
― 注意力の限界の影響と

その企業間差異に着目した分析―
森脇 敏雄（神戸大学大学院生）

（4） 中小企業の裁量的会計行動
― 資産除去債務にみる節税仮説の検証に関する

ケース・スタディ―
藤林 宗晃（大阪府立大学大学院生）
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統一論題討論　13：00～14：45

「会計研究のフロンティア」

第1会場（六甲台講堂）
座長：大日方 隆（東京大学）

「財務会計研究のフロンティア」

討論者： 音川 和久（神戸大学）
大石 桂一（九州大学）
奥村 雅史（早稲田大学）
太田 康広（慶應義塾大学）

第2会場（本館2階206教室）

座長：澤邉 紀生（京都大学）

「管理会計研究のフロンティア」

討論者： 丸田 起大（九州大学）
梶原 武久（神戸大学）
佐々木 郁子（東北学院大学）
高橋 賢（横浜国立大学）

第3会場（本館2階232教室）

座長：脇田 良一（名古屋経済大学）

「 監査研究のフロンティア
～監査報告書の改革をめぐって～」

討論者： 高田 敏文（東北大学）
内藤 文雄（甲南大学）
松本 祥尚（関西大学）
町田 祥弘（青山学院大学）
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IFRSセッション　15：00～16：30 （六甲台講堂）

「IASB による概念フレームワークの見直し」

モデレーター：小賀坂 敦（企業会計基準委員会副委員長）

スピーカー： 鶯地 隆継（国際会計基準審議会理事）
関口 智和（企業会計基準委員会常勤委員）
川西 安喜（ 企業会計基準委員会ディレクター兼 

米国財務会計基準審議会国際研究員）
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和
線

私鉄

市営地下鉄

関西国際空港

会議場

市民広場
（コンベンションセンター）

駅

市民広場
（コンベンションセンター）

駅

市民広場
（コンベンションセンター）

駅

会　場

会　場

関西国際空港

神戸空港

JR新神戸駅

JR新大阪駅

伊丹空港

ベイシャトル 約29分ベイシャトル 約29分 ポートライナー 約８分ポートライナー 約８分

ポートライナー 約８分ポートライナー 約８分

ポートライナー 約10分ポートライナー 約10分

ポートライナー 約10分ポートライナー 約10分

リムジンバス 約70分リムジンバス 約70分

リムジンバス 約40分リムジンバス 約40分

市営地下鉄 約２分市営地下鉄 約２分

JR･私鉄 約30分JR･私鉄 約30分

タクシー 約10分タクシー 約10分

タクシー 約８分タクシー 約８分

タクシー 約20分タクシー 約20分

タクシー 約10分タクシー 約10分

飛 行 機 で

新 幹 線 で

アクセスマップ
9月6日（日）
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神戸国際会議場・神戸ポートピアホテル

ポートライナー

↑至三宮↑至三宮

↓至神戸空港↓至神戸空港

至北埠頭→至北埠頭→

３号館

市民広場
（コンベンションセンター）駅

２
号
館

1
号
館

本館
神戸国際展示場

神戸国際会議場

神戸ポートピアホテル

南館

Ｎ

「神戸コレクション」(９月５日)の開催や訪日外国人の増加といっ
た諸事情から、学会参加のため宿泊を予定されている先生方は、
早めにホテルをご予約ください。

アクセスマップ
9月6日（日）
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新神戸 新大阪 京都

河原町
蛍池

十三

難波

京橋

天王寺

大阪
（梅田）

三宮

神戸空港

大阪国際空港

関西国際空港

JR大阪環状線

大阪市営
地下鉄

JR東西線

南海空港線

JR関西空港線

神戸新交通
ポートアイランド線

JR神戸線 阪神電鉄

阪急神戸線

神戸市営
地下鉄

阪急宝塚線

大阪
モノレール

六 甲
六甲道

御 影
尼 崎

神戸大学

神戸大学六甲台キャンパス

最寄り駅までのアクセス
主要駅から最寄り駅までの所要時間は次のとおりです。

■阪急神戸線「六甲」駅 ：
阪急梅田駅より約30分。三宮駅より約5分。
急行（通勤急行）と普通が停車します。
梅田方面から特急に乗車された時は、途中の西宮北口駅で普通に
乗り換えてください。

■ JR神戸線「六甲道」駅：
新大阪駅より約30分、大阪駅より約25分。三ノ宮駅より約5分。
快速と普通が停車します。
大阪方面から新快速に乗車された時は、途中の芦屋駅で普通に乗
り換えてください。

アクセスマップ
9月5日（土）、7日（月）および8日（火）
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人間発達環境学研究科
発達科学部

法学研究科・法学部・附属図書館・経済経営研究所
国際文化学研究科
国際文化学部
大学教育推進機構

国際協力研究科
経済学研究科経済学部

アカデミア館

出光佐三記念六甲台講堂

経営学研究科経営学部
学生会館

36神大発達科学部前

16神大国際文化学部前

36神大正門前 36神大本部工学部前

工学研究科工学部

理学研究科
理学部

農学研究科
農学部

人文学研究科
文学部

本部
36神大文・理・農学部前

36阪急六甲 阪 急 電 鉄

阪 神 電 鉄

JR西日本

国道2号線

16阪急六甲

16 は、神戸市バス16系統六甲ケーブル下行
36 は、36系統鶴甲（つるかぶと）団地行

1636
JR六甲道

1636
阪神御影

六甲

新在家 御影

至 鶴甲団地

至 

三
宮

至 

三
宮

至 

三
ノ
宮

至 

大
阪（
梅
田
）

至 

大
阪（
梅
田
）

至 

大
阪

至 六甲ケーブル下

大会会場

神戸大学六甲台キャンパス

最寄り駅からの交通手段
バ　ス  ： ＪＲ神戸線「六甲道」駅（約15分）、 阪急神戸線「六甲」駅（約10分）から、
 神戸市バス36系統「鶴甲団地」または「鶴甲２丁目止り」行に乗車し、 
 「神大正門前」にて下車してください。
 36系統のバスが混雑しているときは、 
 神戸市バス16系統「六甲ケーブル下」行の利用もご検討ください。
 ただし、「神大国際文化学部前」にて下車し、
 神大正門前まで坂道（上り坂）を約400ｍ歩くことになりますので、
 荷物が大きい場合はお勧めしません。
 （料金210円、PiTaPaとICOCAは使用可。）
タクシー： 阪急神戸線「六甲」駅より約５分（700円程度）、 
 ＪＲ神戸線「六甲道」駅より約10分（1,000円程度）、
 山陽新幹線「新神戸」駅より約20分（2,000円程度）。
徒　歩  ： 阪急神戸線「六甲」駅から約20分（坂道です）。

キャンパスマップ
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六甲台第1キャンパス
運動場

テニスコート

市バス36
神大正門前

社会科学系
フロンティア館

社会科学系
図書館 経済経営研究所

（兼松記念館）

六甲台第5学舎

六甲台第4学舎

六甲台
第3学舎

市バス36
神大本部工学部前

市バス36
神大文理農学部前

六甲台第2学舎

出光佐三記念
六甲台講堂

社会科学系アカデミア館

六甲台本館

Ｎ

神戸大学六甲台キャンパス

キャンパスマップ
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