国際会計研究学会第 22 回研究大会
2005 年 8 月 25 日（木）
・26 日（金）
早稲田大学西早稲田キャンパス
国際会計研究学会第 22 回研究大会へご参加いただ
き、ありがとうございます。
今回の研究大会では、
「インターナショナル・アカン
ウンティングへの再挑戦」と題して公開シンポジウム
を開催し、転換点にある国際会計研究の意義や今後の
あり方を改めて考えたいと思います。また、金融庁の
担当官をお招きして国際会計ワークショップを開催し、
欧州連合（EU）や証券監督者国際機構（IOSCO）にお
ける最近の動向とわが国の対応について意見交換を行
いたいと考えています。
本研究大会が実り多きものとなりますよう、期待し
ております。
2005 年 7 月
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大会プログラム
役員選挙について
今回の研究大会においては、役員選挙（初日
12:00-17:00、8 号館 B107 教室）が行われます。大会当
日（初日）に、受付にて投票用紙引換証を交付いたし
ますので、忘れずにお受け取りください。
＜初日 8 月 25 日（木）＞
１．10:30-12:30
理事会（9 号館 5 階第一小会議室）
２．12:00-17:00
役員選挙（8 号館 B107 教室）
３．13:00-14:00
会員総会（8 号館 106 教室）
４．14:20-18:30
公開シンポジウム
（8 号館 106 教室）
公開シンポジウム
インターナショナルアカウンティングへの再挑戦
―国際会計研究学会の明日に向けて−
座長：
広瀬義州（早稲田大学）
キーノーター： 平松一夫（関西学院大学）
パネリスト： 北村敬子（中央大学）
徳賀芳弘（京都大学）
藤沼亜起（日本公認会計士協会）
藤田晶子（明治学院大学）
川村義則（早稲田大学）
コメンテーター： 太田正博（福岡大学）
蟹江 章（北海道大学）
上妻義直（上智大学）
桜井久勝（神戸大学）
松井泰則（立教大学）
５．18:40-20:40
懇親会
（リーガロイヤルホテル東京 3 階ロイヤルホールⅡ）
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＜２日目 8 月 26 日（金）＞
１．9:20-12:10
自由論題報告（8 号館 3 階教室）
第１セッション 9:20-10:40（8 号館 310 教室）
−２−
第２セッション 10:50-12:10（8
号館 311 教室）
自由論題報告
第１会場（8 号館 310 教室）
○第１セッション 司会 長谷川哲嘉（早稲田大学）
白 在 龍（福岡大学大学院）
「のれんの本質および評
価」
王 女朱 蘭（九州産業大学大学院）「キャッシュフロー
計算書の概念フレームワークへの影響 ―IAS、
FASB、日本の比較検討」
○第２セッション 司会 水野一郎（関西大学）
大島正克（亜細亜大学）
「中国における企業会計制度
の復活と発展 ―中国企業会計の特質を探る―」
小渕 究（城西国際大学）
「WTO 加盟と中国会計の
発展」
第２会場（8 号館 311 教室）
○第１セッション 司会 須田一幸（早稲田大学）
Kevin Pan（早稲田大学大学院） “Deferred Taxes,
Increased Managerial Discretion, and Japanese Firms’
Changing Reporting Behaviors”
Md. Mohobbot Ali（岡山大学大学院） “Corporate Risk
Reporting Practices in Annual Reports of Japanese
Companies”
○第２セッション 司会 井上達男（関西学院大学）
菅野浩勢（早稲田大学助手）
「財務業績の報告をめぐ
る問題 ―実証的証拠の含意―」
海老原諭（早稲田大学助手）
「全部のれんの会計学的
性格」
２．13:00-14:20

会費
大会費 3,000 円 懇親会費 5,000 円
（同封の郵便振込用紙にて 8 月 12 日（金）までにお
振り込みいただき、当日は受付に受領証をご持参
ください。
）
昼食
昼食はご用意いたしませんので、界隈のレストラ
ン、食堂等をご利用ください。
交通案内（別紙参照）
地下鉄早稲田駅から徒歩 5 分
JR 高田馬場駅から学バス（早大正門行き）10 分
都電荒川線早稲田駅から徒歩 5 分
キャンパス案内（別紙参照）
大会会場
西早稲田キャンパス 8 号館
理事会会場 西早稲田キャンパス 9 号館
懇親会会場 リーガロイヤルホテル東京
CPE 単位認定について
公開シンポジウムにつき 4 単位、国際会計ワーク
ショップにつき 1 単位が付与されます。研修カード
をご持参ください。

国際会計ワークショップ
（8 号館 308 教室）

国際会計ワークショップ
司会 多賀谷充（青山学院大学）
松尾直彦（金融庁総務企画局総務課企画官）
「会計基準の国際的コンバージェンスと同等性
評価」
水谷 剛（金融庁総務企画局企業開示課課長補佐）
「会計基準を巡る IOSCO 等の証券規制当局の最
近の動向」
３．14:40-15:40

新理事会
９号館 5 階第一小会議室
−３−

−４−

