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ご　挨　拶 大会スケジュール

■お問い合わせ先

会員各位

　盛夏の候、会員各位におかれましては、ますます御清栄の
こととお喜び申し上げます。
　さて、本年度、日本原価計算研究学会第 38 回全国大会は、
横浜国立大学において開催いたします。今回の大会では、統
一論題を、「管理会計の理論と制度―Relevance Lost からの
四半世紀」とし、管理会計研究において常に重視される、そ
の理論と実践について議論いただけることと期待しておりま
す。早いもので、学界を揺るがせた Relevance Lost の刊行か
ら四半世紀を迎えました。原価計算から発展を遂げた管理会
計においては、その四半世紀も理論と実務は相互に影響しな
がら、現在では経営管理に不可欠と社会的に認識されるまで
に至っております。
　とはいえ、激変する企業環境の下では、多くの課題がある
のも事実です。とりわけ、日本企業は、この四半世紀に、大
きな変遷を経験しています。よって、現在のような時期であ
ればこそ、管理会計は、その真価を問われていると考えるこ
とができます。本大会がこのことを再確認する契機となれば
幸いです。
　なお、本大会の各報告は、日本公認会計士協会の継続的専
門研修制度における CPE 認定研修として承認されておりま
す。詳細は後日、学会ホームページに掲載いたします。
　会員各位におかれましては是非とも本大会に御出席賜り、
研究の発展のため、積極的な議論への参加をお願いする次第
です。御多用とは存じますが、万障お繰り合わせの上、何卒、
御参加の程、お願い申し上げます。

2012 年 7 月吉日

日本原価計算研究学会
第38回全国大会準備委員会

委 員 長：溝口　周二
委 　 員：中村　博之
　 　 　 　 高橋　　賢
　 　 　 　 大森　　明

9月7日（金）

9月8日（土）

9月9日（日）

13:00〜14:25 学会賞審査委員会（経営学部１号館２階中会議室）

（日本原価計算研究学会第38回全国大会準備委員会）
〒240−8501　横浜市保土ヶ谷区常盤台79−4
　　　　　　 横浜国立大学　経営学部
FAX ： （045）−339−3746
E-mail ： jcaa.ynu@gmail.com

   9:00〜 受付開始

   9:00〜 受付開始

14:40〜17:30 自由論題─午後の部

12:20〜13:30 昼　食

10:00〜12:00 統一論題報告

9:30〜12:20 自由論題─午前の部

9:15〜10:45 選挙投票

14:30〜17:40 選挙投票

18:00〜20:00 懇親会

12:00〜13:30 昼　食

13:30〜15:30 統一論題討論

  16:00〜 新旧合同理事会（経営学部１号館２階大会議室）

15:30〜17:25 常任理事会（経営学部１号館２階大会議室）
17:30〜19:00 理事会（経営学部１号館２階大会議室）

14:30〜15:25 選挙管理委員会（経営学部１号館２階中会議室）

13:30〜14:30 会員総会
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大会1日目　9月8日（土）
会場　横浜国立大学　経営学部講義棟

〈自由論題─午前の部〉

第１報告

第１報告

第１報告

第３報告

第４報告

第２報告

第２報告

第３報告

第４報告

第４報告

第３報告

庵谷治男（長崎大学）

李成旭（漢陽大学），陸根孝 ( 釜山外国語大学 )

尻無濱　芳崇（一橋大学大学院博士後期課程）

渡邊直人（首都大学東京）

近藤隆史（京都産業大学），乙政佐吉（小樽商科大学）

北山 一真（プリベクト）

荒井耕（一橋大学），尻無濱芳崇　（一橋大学大学
院博士後期課程）

原　慎之介（一橋大学大学院博士後期課程）

福山倫基（一橋大学大学院博士後期課程）

真部典久（富山大学）

松木智子（帝塚山大学），窪田祐一（大阪府立大
学），三矢　裕（神戸大学），島　吉伸（近畿大学），
松本誠一　（帝国データバンク）

第２報告 西居　豪（専修大学）
ロアーレベルにおける利益目標の管理

景気変動と設備キャパシティーの調整が原価非対
称に及ぼす影響：鉄鋼産業に関する実証分析

介護施設におけるMCS の研究：質的尺度の不在

多目標達成に対する心理構造の特性　−福井県済
生会病院の事例研究−

公立病院の経営改革の実態と効果−マネジメント・
コントロールの視点から−

「原価情報の戦略的活用」と「製品スペック別原
価計算」の考察

医療法人における管理会計実践の法人規模別状況

Jコスト論における資金の効率的利用の視点と会計
上の利益獲得の視点

マルチエージェントシステム適用による原価計算シス
テムの拡張

管理会計システムの関係的なデザイン特性が製造
現場管理者のパフォーマンスと幸福感に与える効果
のメカニズムに関する実証分析

知的資産経営報告書の作成によるマネジメント・コ
ントロール：中小企業におけるケース・スタディ

戦略的不確実性の認知と伝達に関する探索的分析

司会　青木雅明（東北大学）

司会　古田隆紀（大阪学院大学）

司会　松尾貴己（神戸大学）

司会　諸藤裕美（立教大学）

司会　伊藤克容（成蹊大学）

司会　尾畑　裕（一橋大学）

9:00〜17:00

第１報告
第２報告
休　　憩
第３報告
第４報告

（報告時間30分　質問10分）

9:00〜17:35
14:30〜17:40

受　　付（１号館入口）

9:30〜10:10
10:10〜10:50
10:50〜11:00
11:00〜11:40
11:40〜12:20

会員控室（１号館　１０８教室）
選挙投票（１号館　１０７教室）

第1会場（午前）

第2会場(午前）

第3会場(午前）

経営学部 講義棟 １号館　204 教室

経営学部 講義棟 １号館　205 教室

経営学部 講義棟 １号館　206 教室

第１報告 日置孝一（神戸大学），　末松栄一郎（埼玉大学），
三矢裕（神戸大学）
認知欲求レベルに応じたフィードバック情報のあり
方−心理実験を用いた検討

司会　横田絵理（慶應義塾大学）

第4会場（午前） 経営学部 講義棟 １号館　207 教室

第２報告 王 志（名古屋商科大学）
日本における心理学理論をもちいた管理会計学の研究

第３報告

第４報告

吉川晃史（熊本学園大学）

浅田拓史（大阪経済大学），吉川晃史（熊本学園大学）

金融機関のコンサルティング機能を通じた企業再生
計画の修正

管理会計変化における人的行為者の役割

司会　長谷川惠一（早稲田大学）
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第１報告

第３報告

第４報告

大下丈平（九州大学）

藤野雅史（日本大学）

水野一郎（関西大学）

第２報告 建部宏明（専修大学）

『レレバンス・ロスト』とは何であったのか−コント
ロールのパラドックスと管理会計−

技術・組織の近代化と管理会計：戦間期の三菱電
機における標準思考の展開

中国における原価計算の動向について−IMAの調
査を中心として−

わが国における原価計算制度の進展−戦時期の展
開を中心として−

司会　挽　文子（一橋大学）

経営学部 講義棟 ２号館　109 教室

司会　中川　優（同志社大学）

第5会場（午前） 経営学部 講義棟 １号館　105 教室

〈会員総会〉　13:30〜14:30

〈自由論題─午後の部〉
第１報告
第２報告
休　　憩
第３報告
第４報告

（報告時間30分　質問10分）

14:40〜15:20
15:20〜16:00
16:00〜16:10
16:10〜16:50
16:50〜17:30

第１報告

第３報告

第４報告

第２報告

北田皓嗣（法政大学），國部克彦（神戸大学）、渕
上智子（東京大学）、田中大介（大日本印刷株式会社）

山根　里香（東京理科大学経営学部），小倉　昇（青
山学院大学），國部　克彦（神戸大学）

中村正伸（アビームコンサルティング（株））

細田雅洋（明治大学大学院博士後期課程），松岡
孝介（東北学院大学），鈴木研一（明治大学）

MFCA-CFP 統合モデルの実践への適用可能性

マネジメント・プロセスの側面からみた環境配慮型
設備投資の現状と課題

資本予算の実行管理におけるEVMの可能性の検討

日本企業におけるCSR促進のためのマネジメント・
コントロール・システム -12 社とのインタビュー調査
にもとづく実態分析 -

司会　小川哲彦（佐賀大学）

司会　中嶌道靖（関西大学）

第1会場（午後） 経営学部 講義棟 １号館　204 教室

司会　木村彰吾（名古屋大学）

第2会場（午後） 経営学部 講義棟 １号館　205 教室

第３報告 畑井　竜児（オムロン㈱），鈴木　新（神戸大学），
加登　豊（同志社大学），松尾　貴巳（神戸大学）
原価改善と原価企画の実践における連携−製造業
3 社の事例から−

第１報告

第３報告

第４報告

第２報告

目時壮浩（武蔵大学）

伊藤武志(城西国際大学大学院，株式会社価値共創)

梅田浩二（名古屋市立大学大学院博士後期課程）

藤原靖也（神戸大学大学院博士課程後期課程），
松尾　貴巳（神戸大学）

業績管理システムとしての行政評価情報の利用と効果

目標のストレッチ度と高い達成可能性を両立させる
計画段階の経営管理

移転価格税制が海外子会社の分権化に及ぼす影響

相対的業績評価システムの利用が医療専門家の動
機付けに及ぼす影響

司会　伊藤和憲（専修大学）

司会　籏本智之（小樽商科大学）

第3会場（午後） 経営学部 講義棟 １号館　206 教室

第１報告

第２報告

谷守正行（（株）りそなホールディングス
兼　専修大学），田坂　公（久留米大学）

前田 陽（明治大学），片岡洋人（明治大学）

サービス業における原価企画の事例研究
−銀行業をケースとして−

イトーヨーカ堂におけるマーチャンダイザー

司会　小沢　浩（名古屋大学）
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第１報告

第１報告

第２報告

第３報告

第２報告

第４報告

伊藤正隆（同志社大学大学院博士後期課程）

北尾 信夫（パナソニック株式会社）

北林 孝顕（神戸大学大学院博士課程後期課程），
藤原 靖也（神戸大学大学院博士課程後期課程），
福嶋 誠宣（神戸大学大学院博士課程後期課程，
京阪電気鉄道株式会社），新井 康平（甲南大学マ
ネジメント創造学部講師）

堀井悟志（立命館大学）

岸田隆行（駒澤大学）

横田絵理（慶應義塾大学），妹尾剛好（和歌山大学）

予算管理研究に関する展開−予算スラック概念を中
心に−

わが国企業の投資意思決定におけるステークホル
ダーの影響

管理会計研究のエビデンスを統合する：メタ分析の
可能性

予算管理の戦略的行動への影響に関する経験的研究

予算管理の運用と情報共有およびその効果に関す
る実証研究

日本企業における予算に基づく業績評価に関する考察

司会　岡野憲治（松山大学）

司会　高橋史安（日本大学）

司会　小菅正伸（関西学院大学）

第4会場（午後）

第5会場（午後）
統一論題報告（午前）

統一論題討論（午後）

経営学部 講義棟 １号館　207 教室

経営学部 講義棟 １号館　107 教室
２号館  109 教室

２号館  109 教室

大会2日目　9月9日（日）
会場　横浜国立大学　経営学部講義棟

〈統一論題報告（経営学部 講義棟 ２号館  109教室）〉

統一論題報告
休　　　　憩
統一論題討論

10:00〜12:00
12:00〜13:30
13:30〜15:30

〈懇親会〉　18：00〜  第1食堂　れんが館

座　　長 鳥居宏史（明治学院大学）

座　　長
報 告 者

鳥居宏史（明治学院大学）
澤邉紀生 ( 京都大学 )
渡辺岳夫 ( 中央大学 )
八木和則 ( 横河電機 )

第１報告 澤邉紀生 ( 京都大学 )
「臨床会計学の構想　−事業再生の現場から−」

第２報告 渡辺岳夫 ( 中央大学 )
「影響システムとしての管理会計研究の新地平−ポ
ジティブ心理学との融合を目指して−」

第３報告 八木和則 ( 横河電機 )
「管理会計制度の変遷−一企業の視点から−」

管理会計の理論と制度− Relevance Lost からの四半世紀

9:00〜
9:00〜15:30
9:15〜10:45

受　　付（１号館入口）
会員控室（１号館　１０８教室）
選挙投票（１号館　１０７教室）
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■ 横浜国立大学キャンパスマップ連絡事項

■ 要旨集について
　今大会では、フルペーパーが学会ホームページにて閲覧で
きることもあり要旨集を希望者のみに配布することとさせて
頂きます。御希望の方は振込用紙の該当欄に記入お願いいた
します。

■ 大会参加費等について
１. ご参加費は次の通りです。

２. ご参加の方は、同封の払込取扱票にて 8月 24 日（金）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お振
込みをもって確認させていただきます。なお、お振込みが遅
れますと名札等の準備ができかねますので、期日厳守でお願
いいたします。振込期日後の懇親会へのお申し込みは、会場
準備の都合上、お受けできない場合があります。

３. 領収書につきましては、郵便局で発行する「振替払込領
収書兼受領書」で代えさせていただきます。なお、大会当日
は念のため、「振替払込領収書兼受領書」をご持参ください。
お振込み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。

■ 昼食について
　昼食は、第 1食堂れんが館をご利用ください。近辺には食
堂などはほとんどありません。概数把握のため利用予定の方
は振込用紙の該当欄に記入お願いいたします。

■ フルペーパーのダウンロードについて
　事前に提出のあったフルペーパーについては、9月 4日（火）
以降、順次、日本原価計算研究会のWEBサイトのトップペー
ジ（http://www.jcaa-net.org/）からリンクをたどって下さい。
フルペーパーのダウンロードページへ入るために、また個々
のファイルの閲覧のためにパスワードが必要です。パスワー
ドは、 。パスワードは学生以外には
決して知らせないようお願いします。学会終了翌日にすべて
のファイルを削除いたします。

■ 宿泊について
　ご宿泊は、横浜駅周辺が便利です。

大会参加費 3,000 円
懇親会費 3,000 円
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■ 会場までのアクセス

■ 横浜駅からの時刻表

アクセスについては、本学ホームページ
http://www.ynu.ac.jp を参照願います。




