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国際会計研究学会第 8 回西日本部会準備委員会
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〒858-8580 長崎県佐世保市川下町 123 番地
長崎県立大学 経営学部経営学科
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ご

挨 拶

会員の皆様にはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて，このたびは長崎県立大学佐世保校におきまして，「国際会計研究学会第 8 回西
日本部会」を開催させて頂くこととなり，誠に光栄に存じます。
今回の西日本部会は，統一論題のみで構成させて頂きまして，統一論題テーマを
「IFRS をめぐる最近の動向と課題」といたしました。
統一論題におきましては，座長を向伊知郎氏（愛知学院大学）にお願いをして，高橋
聡氏（西南学院大学），遠藤秀紀氏（東海学園大学），中川豊隆氏（岡山大学），若林公
美氏（甲南大学）の 4 名の先生方よりご報告を頂きます。
高橋聡氏には「IFRS における簿記の位置づけ」について，遠藤秀紀氏には「IFRS X
における直接法キャッシュフロー計算書の連携」について，中川豊隆氏には「IFRS の適
用と会計発生高アノマリー」について，
若林公美氏には「IFRS と財務情報の比較可能性」

についてご報告を頂きます。
会員の皆様方におかれましては，ご多忙のことと存じますがご参加を賜りますよう実
行委員会一同，心よりお待ち申し上げます。
2017 年 5 月吉日
国際会計研究学会第 8 回西日本部会準備委員会
準備委員長：宮地晃輔（長崎県立大学）
準備委員

：小形健介（大阪市立大学）

国際会計研究学会第 8 回西日本部会プログラム 平成 29 年 7 月 22 日（土）
（於

長崎県立大学佐世保校）

11：30～13：00

理事会

202 教室

13：00～16：20

学会参加者受付

101 教室

13：30～16：20

統一論題：IFRS をめぐる最近の動向と課題

101 教室

司会：向伊知郎氏（愛知学院大学）
13：30～13：40

統一論題主旨説明：向伊知郎氏（愛知学院大学）

101 教室

13：40～14：10

【第 1 報告】 高橋聡氏（西南学院大学）

101 教室

「IFRS における簿記の位置づけ」
14：10～14：40

【第 2 報告】 遠藤秀紀氏（東海学園大学）

101 教室

「IFRS X における直接法キャッシュフロー計算書の連携」
14：40～14：50

休憩（会員控え室：102 教室）

102 教室

14：50～15：20

【第 3 報告】中川豊隆氏（岡山大学）

101 教室

「IFRS の適用と会計発生高アノマリー」
15：20～15：50

【第 4 報告】若林公美氏（甲南大学）

101 教室

「IFRS と財務情報の比較可能性」
15：50～16：20

休憩（会員控え室：102 教室）

102 教室

16：20～17：30

討論「IFRS をめぐる最近の動向と課題」

101 教室

座長： 向伊知郎氏（愛知学院大学）
討論者：高橋 聡氏（西南学院大学）
遠藤秀紀氏（東海学園大学）
中川豊隆氏（岡山大学）
若林公美氏（甲南大学）
18：00～19：30

懇親会（会場：佐世保ワシントンホテル）

＜ご参加をされる皆様へ＞
※西日本部会に参加される方は，郵便局備え付けの振替払込用紙を用いて，通信欄に「国際
会計研究学会第 8 回西日本部会」とご記入の上，7 月 5 日（水）までに次の口座にお振込み
ください。なお，振替払込用紙を用いずに貯金通帳またはキャッシュ・カードで ATM から
振り込まれますと，手数料がかからずにお振込みができます。
ゆうちょ銀行 記号：１３２８０

番号：１３７０７８１ ミヤヂ コウスケ

西日本部会の参加費・懇親会は以下のとおりですので，①懇親会に参加されない方は，会
員 2,000 円，非会員 3,000 円，②懇親会に参加される方は，会員 8,000 円，非会員 10,000
円を 7 月 5 日（水）までにお振込みください。
・参加費・・・・・・・・会員 2,000 円

非会員 3,000 円

・懇親会費・・・・・・・会員 6,000 円

非会員 7,000 円

また，お振込みいただいた参加費・懇親会費につきましては，払戻しを致しませんので，
ご了承ください。

CPE 単位認定のご案内
本部会に参加される日本公認会計士協会会員の方は，CPEの単位が認定されます。
当日，会場受付で所定の手続をお済ませください。
CPE 認定研修承認番号：29-10
開催日
平成 29 年

時間

内容

13：30～14：40

単位

研修コード

統一論題報告（主旨説
明・第 1・第 2）

1
2103

7 月 22 日

14：50～15：50
16：20～17：30

統一論題報告(第 3・第
4)

1

統一論題討論

1

＜ご宿泊先について＞
※開催校ご推薦宿泊先
佐世保ワシントンホテル（TEL 0956-32-8011 〒857-0834 長崎県佐世保市潮見町 12-7）
http://washington-hotels.jp/sasebo/
JR 佐世保駅より徒歩 3 分(佐世保駅前)佐世保駅の東口から国道沿いの右手前方にございま
す。また，佐世保ワシントンホテルが懇親会会場となります。現在，準備委員会におきまし
て，シングル 30 室を確保しております。参加者の皆様はぜひご利用をください。
※ 佐世保ワシントンホテルのフロント（TEL 0956-32-8011）に, お電話をして頂きまし
て, 「国際会計研究学会西日本部会の宿泊者」と申し出て頂ければ，1 泊朝食付税込で,
6,500 円（１泊朝食付税込）でご宿泊できます。ご予約は各自でお願い致します。

部会会場への交通アクセス
長崎県立大学佐世保校（経営学部）へのアクセス
長崎県立大学佐世保校（経営学部）

http://sun.ac.jp/access/

〒858-8580 長崎県佐世保市川下町 123 TEL0956-47-2191 FAX0956-47-6941
各所～JR 佐世保駅

JR 佐世保駅～大学

JR 博多駅から


JR 特急で 1 時間 40 分



高速バスで 1 時間 50 分
JR 佐世保駅から大学まで


松浦鉄道(MR)で 30 分
MR 佐世保駅より乗車し大学駅で下
車徒歩 5 分



市営バスで 30 分
JR 佐世保駅前の市バス停留所で日
野経由又は日野大潟経由の相浦桟橋

長崎空港から

行､真申(まさる)行のいずれかに乗



高速バスで 1 時間 20 分

車し､大学前下車



ジャンボタクシーで 55 分



西肥(さいひ)バスで 30 分
JR 佐世保駅前の西肥バス停留所で､
日野経由の相浦桟橋行､大崎行のい
ずれかに乗車し､大学前下車



タクシーで 20 分

