大会第２日目（８月３０日水曜日）
9：30〜

受付開始（ﾘﾊﾞﾃｨﾀﾜｰ 8F 1083 教室前）

9：30〜11：00 会長・理事・学会賞審査委員選挙
（ﾘﾊﾞﾃｨﾀﾜｰ 7F 1073 教室）

《統一論題報告（ﾘﾊﾞﾃｨﾀﾜｰ 1F 1013 教室）》
第 1 報告 10:00〜10:40
第 2 報告 10:45〜11:25
第 3 報告 11:30〜12:10
（報告時間 35 分

質疑応答 5 分）

統一論題：「組織変革と管理会計」
座

長

コメンテーター

田中隆雄（青山学院大学）
小倉

¾ 参加費等について
・ 参加費等は下記のとおりです。
大会参加費

4,000 円

懇親会費

5,000 円

日本原価計算研究学会

・ ご参加の方は，同封の郵便振替払込取扱票にて 8 月 16 日（水）
をもって確認させていただきます。
・ 領収書につきましては，郵便局で発行する「郵便振替払込請求書
兼受領証」で代えさせていただきます。なお，大会当日は，念の
ため，「郵便振替払込請求書兼受領証」をご持参ください。

三矢

統一論題

¾ 会場へのアクセスについて
■交通

昇（筑波大学大学院）

裕（神戸大学大学院）

御茶ノ水駅下車徒歩 3 分

―ベーカリーチェーンＡ社におけるアクションリサーチ」
清水

▼地下鉄千代田線
新御茶ノ水駅下車徒歩 5 分

孝（早稲田大学）

▼地下鉄三田線・新宿線・半

「Beyond Budgeting が持つ２つの意義―組織変革とのかかわり」

蔵門線
第３報告

軽部

博（日産自動車経理ゼネラルマネージャー）

「日産自動車㈱の事業再編と管理会計」
（仮題）
12:10〜 昼食（各自自由

会員控室：ﾘﾊﾞﾃｨﾀﾜｰ 8F 1083 教室）

「組織変革と管理会計」

丸の内線

「日次決算導入による組織変革・リーダー育成

第２報告

2006

・ お振込いただいた金額につきましては払い戻しをいたしません
のでご了承ください。

▼JR 中央線・総武線・地下鉄
第１報告

第 32 回全国大会

までにお振込みください。大会および懇親会へのご参加は振込み

2006 年 8 月 28 日（月）〜8 月 30 日（水）

神保町駅下車徒歩 5 分
※キャンパス案内図は，次の URL アドレスをご参照ください。
http://www.meiji.ac.jp/campus/suruga.html
¾ 会員控え室について

《統一論題討論（ﾘﾊﾞﾃｨﾀﾜｰ 1F 1013 教室）》
13:30〜15:00
座

長 田中隆雄（青山学院大学）

コメンテーター 小倉 昇（筑波大学大学院）
パネリスト

リバティタワー8F 1083 教室をご利用ください。
¾ 昼食について
会期中は，昼食をご用意しておりません。大学周辺の飲食店等をご
利用ください。

¾ お問い合わせについて

三矢 裕（神戸大学大学院）

お問い合わせは，下記の大会準備委員会宛に郵便，FAX，または E

清水 孝（早稲田大学）

メールにてお願いいたします。

軽部 博（日産自動車経理ゼネラルマネージャー）
15：00

閉

会

日本原価計算研究学会
第 32 回全国大会準備委員会

15：15〜 新旧合同理事会（ｱｶﾃﾞﾐｰｺﾓﾝ 2F ﾋﾞｸﾄﾘｰﾌﾛｱ暁の鐘 A4 会議室）

〒101-8301

千代田区神田駿河台 1-1
明治大学 14 号館 B612 号室
大槻晴海気付
TEL:03-3296-2632 FAX:03-3296-4292
E-mail:otsuki@kisc.meiji.ac.jp

明治大学
東京都千代田区神田駿河台 1-1
電話：03（3296）4194・4195
（経営学部事務室）

日本原価計算研究学会
第 32 回全国大会のご案内

理事会・学会賞審査委員会等スケジュール
８月２８日（月曜日）

会員各位
盛夏の候，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。

14:00〜

学会賞審査委員会（ｱｶﾃﾞﾐｰｺﾓﾝ 10F 310F 演習室）

14:30〜

選挙管理委員会（ｱｶﾃﾞﾐｰｺﾓﾝ 10F 310L 演習室）

15:30〜

常任理事会（ｱｶﾃﾞﾐｰｺﾓﾝ 10F 310H 演習室）

17:30〜

理事会（ｱｶﾃﾞﾐｰｺﾓﾝ 2F ﾋﾞｸﾄﾘｰﾌﾛｱ暁の鐘 A4 会議室）

さて，第 32 回全国大会のプログラムができあがりましたので，ご
案内申し上げます。本年度の大会は，「組織変革と管理会計」と題す
る統一論題の下で開催されることになりました。周知のように，近年
の企業においては，持ち株会社制への移行，企業分割など著しい組織
の変革がみられます。そこで本大会では，現代企業における組織の変
革が管理会計システムに与える影響について議論していただくこと

9:30〜

受付開始（ﾘﾊﾞﾃｨﾀﾜｰ 8F 1083 教室前）

つきましては，ご出席の方は同封の振込用紙の所定欄に必要事項を
ださいますようお願い申し上げます。

（報告時間 30 分

質疑応答 10 分）

第１会場（ﾘﾊﾞﾃｨﾀﾜｰ 8F 1085 教室）
司会

第 32 回全国大会準備委員会
山 田 庫 平

準備副委員長 﨑

章 浩

長谷川惠一(早稲田大学)

８月２８日（月）

14:00

学会賞審査委員会

明治大学

14:30

選挙管理委員会

駿河台校舎

15:30

常任理事会

アカデミーコモン

17:30

理事会

「製造間接費情報の活用動機づけに対する影響要因分析」

第３報告 李 康來(韓国 圓光大学校 経商大学)
「韓国企業の ABC 成功事例に関する研究」
第２会場（ﾘﾊﾞﾃｨﾀﾜｰ 8F 1086 教室）
山本浩二(大阪府立大学)

9:30 受付開始
８月２９日（火）
明治大学
駿河台校舎
リバティタワー

10:00

自由論題報告①

12:10

昼

13:00

会員総会

14:00

選挙

14:30

自由論題報告②

17:00

懇親会

食

第１報告 新井康平(神戸大学大学院生)，三矢 裕(神戸大学大学院)
「プロジェクト採算管理の会計システム」
第２報告 高見茂雄(富山大学)
「設備老朽化が投資行動に与える影響：償却累計率指標の有用性」

大学)
「学部・大学院の会計教育の現況：国際的視点からの分析」
第２会場（ﾘﾊﾞﾃｨﾀﾜｰ 8F 1086 教室）
司会

小菅正伸(関西学院大学)

第１報告 中島洋行(明治大学大学院生)
「間接損害ｺｽﾄの存在を考慮したﾗｲﾌｻｲｸﾙ･ｺｽﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ」

「顧客関係性評価のための収益概念：固定収益概念の提唱」

「品質コストが売上高に及ぼす影響に関する実証分析」
第３会場（ﾘﾊﾞﾃｨﾀﾜｰ 8F 1087 教室）
司会

古賀 勉(福岡大学)

第１報告 千葉貴律(明治大学)
「中国進出日系企業における経営理念の再構築」
第２報告 加登 豊(神戸大学大学院)，石川 潔(神戸大学大学院単位
修得退学)，大浦啓輔，新井康平(神戸大学大学院生)
「わが国経営企画部門における管理会計：質問表調査に基づく分析 」
第３報告 中川 優(同志社大学)，山田伊知郎(奈良産業大学)
「ベンチャー企業における財務と企業成長」

「成果主義における会計的業績評価尺度利用に関する実態」
17:00〜19:00 懇親会

８月３０日（水）

10:00

統一論題報告

12:10〜

明治大学

12:10

昼

13:00〜14:00 会員総会（ﾘﾊﾞﾃｨﾀﾜｰ 1F 1013 教室）

駿河台校舎

13:30

統一論題討論

リバティタワー

15:00

閉

15:15

新旧合同理事会（ｱｶﾃﾞﾐｰｺﾓﾝ）

会

第１報告 町田耕一(国士舘大学)

第３報告 内山哲彦(千葉大学)

9:30 受付開始・選挙
食

菊井高昭(上智大学)

第３報告 梶原武久(神戸大学大学院)

「銀行 ABC の経営への適合性」

司会

司会

第２報告 佐々木郁子(東北学院大学)，鈴木研一(明治大学)

第１報告 真部典久(富山大学)

第２報告 谷守正行(専修大学)

大会日程表

質疑応答 10 分）

第２報告 上埜 進，長坂悦敬，杉山義浩(甲南大学)，椎葉 淳(大阪

第 1 報告 10:00〜10:40
第 2 報告 10:45〜11:25
第 3 報告 11:30〜12:10

ご記入のうえ，8 月 16 日（水）までに大会参加費などをお振り込みく

日本原価計算研究学会

（報告時間 30 分

「活動基準原価計算システム」

《自由論題報告①》

うお願い申し上げます。

2006 年 7 月 10 日

第 1 報告 14:30〜15:10
第 2 報告 15:15〜15:55
第 3 報告 16:00〜16:40

第１会場（ﾘﾊﾞﾃｨﾀﾜｰ 8F 1085 教室）

大会第１日目（８月２９日火曜日）

にしました。どうぞ万障お繰り合わせのうえ，ご参加くださいますよ

準備委員長

《自由論題報告②》

昼食（各自自由

会員控室：ﾘﾊﾞﾃｨﾀﾜｰ 8F 1083 教室）

14:00〜16:30 会長・理事・学会賞審査委員選挙
（ﾘﾊﾞﾃｨﾀﾜｰ 7F 1073 教室）

（ﾘﾊﾞﾃｨﾀﾜｰ 23F 岸本辰雄記念ﾎｰﾙ・ｻﾛﾝ紫紺・ｻﾛﾝ燦）

