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ご挨拶
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、この度、東京理科大学久喜キャンパスにおきまして、国際会計研究学会第 28 回大会を開催する運びと
なりました。大変、光栄なことと思っております。本大会では、会計の国際化における日本の会計のあり方を議
論する機会になるよう、統一論題として『国際化における日本の会計－収益の変容－』を設定致しました。本大
会での活発な議論が展開されることを期待しております。なお、本大会中、役員選挙が実施されます。会場は、
教育棟 3 階の C301 となります。
末筆ながら、会員の皆様のご参加を心よりお待ちしております。
2011 年 7 月吉日
準備委員長

9月8日(木)
13:30～14:45 学会賞審査委員会
15:00～16:45 理事会
17:00～19:00 理事会懇親会

11:30～17:00
12:00～17:00
12:00～17:00
13:00～14:15

小会議室
大会議室
小会議室

9月9日(金)
会員控室
学生ホール
参加者受付１階ロビー
役員選挙
C 301教室
会員総会
C 201教室

14:30～15:30 研究グループ 『各国の中小企業版IFRSの導入実態と課題（最終報告）』
C 201教室 司会者 上野 清貴 (中央大学)
委員長 河﨑 照行（甲南大学）
15:45～16:45 研究グループ 『国際会計の概念フレームワーク（中間報告）』
C 201教室 司会者 吉見 宏 (北海道大学)
委員長 佐藤 倫正（名古屋大学）
*研究グループ報告時間 30分間
17:00～17:45 記念講演『会計学徒として国際会計基準の今後をどう考えるか』
C 201教室
講演者 中島 省吾
18:00～19:00 ウエルカム・パーティー

9:00～17:00
9:30～14:00
9:30～
12:15～13:15

9月10日(土)
会員控室
参加者受付
役員選挙結果発表
新旧理事会

学生ホール

学生ホール
１階ロビー
学生ホール
大会議室

10:00～12:15 自由論題 『会計基準の国際化』
B 307教室
司会者 友岡 賛 (慶應義塾大学)
第1報告 横山 和夫 (東京理科大学)
「収益認識と引当金」
第2報告 徳前 元信 (福井県立大学)
「2011年度包括利益に関する企業意識のアンケート調査研究］
第3報告 岩崎 勇 (九州大学大学院)
「IFRSの概念フレームワークについて」

吉岡正道

10:00～12:15 自由論題 『中小企業におけるIFRSの対応』
B 308教室
司会者 藤田 晶子 (明治学院大学)
第1報告 吉岡 正道 (東京理科大学)
ガルシア クレモンス (立教大学)
「日仏の中小企業会計比較、調和化への限界」
第2報告 板橋 雄大 (明治大学)
「資産の測定に関する一考察、税務上の測定と財務報告の乖離について」
第3報告 若林 恒行 (公認会計士)
「中小企業とIFRSとの接点と中小企業向け会計基準」
*自由論題報告時間 25分間(1人当たり)

10:00～12:15 萌芽的研究セクション 『新会計モデルにおける諸問題』
B 309教室
司会者 大野智弘(創価女子短期大学)
第1報告 末原 聡 (東京理科大学)
「仕入割引にかかる国際会計基準との比較」
第2報告 平野 智久 (慶應義塾大学大学院)
「顧客へ付与する特典に関する会計問題」
第3報告 稲村 健太郎 (東北大学大学院)
「包括的所得概念と事業承継税制」
第4報告 仁木 久惠 (愛知工業大学大学院)
「フランス会計基準における研究開発費規定の変遷」
*萌芽的研究報告時間 20分間(1人当たり)

13:30～17:15 統一論題 『国際化における日本の会計－収益の変容－』
C 201教室 司会者 柴 健次 (関西大学)
討議者 金子 友裕 (岩手県立大学)
第1報告 野口 教子 (東京理科大学)
「純資産会計モデルへのシフトによる混乱」
第2報告 松本 敏史 (同志社大学)
「カスタマー・ロイヤルティ・プログラムと収益認識」
第3報告 荒井 優美子(税理士法人プライスウォーターハウスクーパース)
「会計基準と税務の交錯-IFRSの個別財務諸表への適用を見据えて-」
*統一論題報告時間 30分間(1人当たり)
17:30～19:00 懇親会 学生食堂

[交通手段・アクセス]

[ 東 京 理 科 大 学 久 喜 キ ャ ン パ ス ]

JR 湘南新宿ライン（小金井／宇都宮／黒磯行）・JR 宇都宮線・
東武伊勢崎線

久喜駅下車

正面入口

[上野駅から] JR 宇都宮線 久喜駅まで(約 45 分)
[新宿駅から] JR 湘南新宿ライン、久喜駅まで(約 50 分)
[宇都宮駅から]JR 宇都宮線 久喜駅まで(約 55 分)
[浅草駅から] 東武伊勢崎線 久喜駅まで(約 60 分)

[参加費・懇親会費のご案内]
本大会に参加される方は、同封の郵便振替用紙に所
定の事項をご記入の上、8 月 29 日(月)までにお振り込
みください。参加費・懇親会費の領収書につきまして
は、「郵便振替払込受領書」をもってかえさせて頂き
ます。なお、当日、念のため「郵便振替払込受領書」
を持参して頂きますようお願い致します。
参加費

2,000 円

懇親会費

5,000 円

[昼食のご案内]
大会期間中、学生食堂をご利用ください。
久喜駅より
大和バス／清久工業団地方面行き

東京理科大学前下車、

徒歩 0 分
朝日バス／菖蒲仲橋行き

たかぎクリニック下車、徒歩 5 分

タクシー／東京理科大学玄関前まで 10 分
原則として、大会参加者は、在来線のバスをご利用ください。
なお、バス利用の混雑状況に応じて、タクシーを利用するよう
配慮致します。その場合、案内係がタクシー券をお渡しします。
1 台につき、4 人乗車するようお願い致します。なお、タクシ

[CPE 単位認定のご案内]
本大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きをお済ま
せください。

ー料金は、開催校が負担します。
研究コード：210314

契約タクシー乗場

開催日

単位

2011年9月9日

時間
内容
14:30～17:45 研究グループ
(休憩30分) 記念講演
自由論題
10:00～12:15
2011年9月10日
萌芽的研究セクション
13:30～17:15 統一論題

3
2
4

