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ご挨拶 

 

会員各位 

 拝啓 会員の皆様には益々ご清祥のこととお慶び申し上

げます。 

さて、日本原価計算研究学会第 41 回全国大会を、日本大

学商学部において開催することになりました。ここに謹ん

でご案内申し上げます。 

本大会では、「『原価計算基準』の今後めざすべき方向性」

を統一論題として開催いたします。また記念講演として、

「『原価計算基準』制定過程を顧みて」と題して、東京大学

名誉教授諸井勝之助先生にご講演いただきます。 

本学会も昨年 40 周年を迎えましたが、その設立目的のひ

とつには、『原価計算基準』の改正問題があったとされてお

ります。本大会では、『原価計算基準』の制定過程を回顧し、

依然として放置されている現行『原価計算基準』について、

本学会が今後めざすべき方向性を議論してまいりたいと思

っております。皆様のご参加を大会委員一同、心からお待

ちしております。                敬 具 

 

2015 年 7 月吉日 

 

日本原価計算研究学会 

第 41 回全国大会準備委員会 

委員長 髙橋 史安 

委 員 川野 克典 

委 員 田村八十一 

委 員 新江  孝 

委 員 陳  豊隆 

委 員 劉  慕和 
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大会スケジュール  

9 月 10 日（木）商学部校舎 

13:00～14:40 学会賞審査委員会    （本館３階32会議室） 

14:40～15:00 選挙管理委員会        （本館３階33会議室） 

15:00～16:30 常任理事会            （本館３階31会議室） 

16:30～18:30 理事会                （本館３階31会議室） 

9 月 11 日（金）商学部校舎 

09:00～17:00 受付               （２号館２階 2201 教室） 

09:30～11:30 自由論題報告①－午前の部    （２号館２階） 

11:30～12:20 昼食休憩        （３号館１階食堂アゼリア） 

12:20～13:10 会員総会                （３号館２階講堂） 

13:10～17:00 選挙投票           （１号館２階 1202 教室） 

13:20～14:00 記念講演                （３号館２階講堂） 

14:10～16:10 統一論題報告            （３号館２階講堂） 

16:20～17:50 統一論題討論         （３号館２階講堂） 

18:00～19:30 懇親会          （３号館１階食堂アゼリア） 

9 月 12 日（土）商学部校舎 

09:15～14:10 受付        （２号館２階 2201 教室） 

09:15～11:00 選挙投票      （１号館２階 1202 教室） 

10:00～12:00 自由論題報告②－午前の部  （２号館２階） 

12:00～12:50 昼食休憩       （３号館１階食堂アゼリア） 

12:50～14:50 自由論題報告③－午後の部  （２号館２階） 

15:30～ 新旧合同理事会       （本館３階 31 会議室） 

会員控室（２号館２階 2204・2205 教室） 

■お問い合わせ先 

日本原価計算研究学会第 41 回全国大会準備委員会 

〒157–8570 東京都世田谷区砧 5 – 2 – 1 

日本大学商学部 髙橋史安研究室気付 

Email：jcaa.41st@gmail.com 
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■大会１日目 9 月 11 日（金） 

09:00～17:00 受  付（２号館２階 2201 教室） 

09:00～16:20 会員控室（２号館２階 2204・2205 教室） 

13:10～17:00 選挙投票（１号館２階 1202 教室） 

 

第１会場 ２号館２階 2202 教室 

司  会 伊藤和憲（専修大学） 

第１報告 西原利昭（専修大学大学院博士後期課程） 

インタンジブルズの可視化に向けた統合報告の役立ち 

－わが国企業の統合報告書をもとに－ 

第２報告 濵村純平（神戸大学大学院博士後期課程） 

戦略的振替価格から考える販売奨励金 

第３報告 森光高大（日本経済大学） 

防衛調達における原価情報の開示に関する研究 

 

第２会場 ２号館２階 2203 教室 

司  会 松尾貴巳（神戸大学） 

第１報告 阪口博政（国際医療福祉大学）、荒井耕（一橋大学）、    

渡邊亮（東京医科大学大学病院） 

医療組織におけるコスト・ベンチマークの取組み 

－公的病院グループの事例研究 

第２報告 目時壮浩（武蔵大学） 

部門間相互評価による業績評価指標の歪みの軽減 

第３報告 荒井耕（一橋大学） 

医療法人におけるバランスト・スコアカードの実態： 

質問票調査に基づく定量的把握 

自由論題報告①－午前の部 

第１報告   09:30～10:10 

第２報告   10:10～10:50 

第３報告   10:50～11:30 

（報告時間 30 分 質問 10 分） 
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第３会場 ２号館２階 2206 教室 

司  会 三矢裕（神戸大学） 

第１報告 伊藤正隆（流通科学大学） 

予算スラックに対する上位管理者のコントロール 

－日本企業を対象とした事例研究－ 

第２報告 妹尾剛好（和歌山大学） 

予算管理の問題点に関する分析 

第３報告 渡邊章好（東京経済大学） 

実績との差異を意識した予算編成がもたらす効果 

 

第４会場 ２号館２階 2207 教室 

司  会 中村博之（横浜国立大学） 

第１報告 山根里香（東京理科大学） 

製品開発における組織学習を促進するマネジメント・ 

コントロールの機能について 

第２報告 新江孝（日本大学）、伊藤克容（成蹊大学） 

イノベーション実現におけるマネジメント・ 

コントロールの役割－創造性と効率性－ 

第３報告 北山一真（プリベクト） 

見積原価計算の問題点と製品開発マネジメントにおける

有用性の考察 

11:30～12:20 昼食休憩（３号館１階食堂アゼリア） 

12:20～13:10 会員総会（３号館２階講堂） 

13:20～14:00 記念講演（３号館２階講堂） 

司 会 髙 橋 史 安 （日本大学） 

講演者 諸井勝之助（東京大学名誉教授） 

テーマ 『原価計算基準』制定過程を顧みて 
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統一論題 『原価計算基準』の今後めざすべき方向性 

座 長 尾畑 裕（一橋大学） 

第１報告 片岡洋人（明治大学） 

間接費配賦計算からみた『原価計算基準』への提言 

第２報告 稲垣 靖（かがやき監査法人 統括代表社員） 

『原価計算基準』の今後の目指すべき方向 

－中小企業経営にとっての望ましい原価計算基準－ 

第３報告 髙橋史安（日本大学） 

『原価計算基準』のレレバンス・リゲインに向けて 

座 長 尾畑 裕（一橋大学） 

報告者 片岡洋人（明治大学） 

稲垣 靖（かがやき監査法人 統括代表社員） 

髙橋史安（日本大学） 

統一論題報告（３号館２階講堂） 

第１報告   14:10～14:50 

第２報告   14:50～15:30 

第３報告   15:30～16:10 

統一論題討論（３号館２階講堂） 

16:20～17:50 

懇親会（３号館１階食堂アゼリア） 

18:00～19:30 
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■大会２日目 9 月 12 日（土） 

09:15～14:10 受  付（２号館２階 2201 教室） 

09:15～14:10 会員控室（２号館２階 2204・2205 教室） 

09:15～11:00 選挙投票（１号館２階 1202 教室） 

 

第１会場 ２号館２階 2202 教室 

司  会 園田智昭（慶應義塾大学） 

第１報告 岡田華奈（神戸大学大学院博士後期課程） 

実践理論から見る組織間関係 

第２報告 井上慶太（一橋大学大学院博士後期課程） 

持続的取引関係のためのマネジメント・コントロール 

研究の現状と課題 

第３報告 坂口順也（関西大学） 

組織間における契約の諸側面とその関連性 

－組織間マネジメント・コントロールの設計－ 

 

第２会場 ２号館２階 2203 教室 

司  会 籏本智之（小樽商科大学） 

第１報告 齊藤毅（明治大学大学院博士後期課程） 

プロジェクトの実行段階における予備費の使用 

－プラント建設業 A 社での事例－ 

第２報告 上山晋平（小樽商科大学） 

資本予算執行における稟議の実態に関する一考察 

第３報告 江頭幸代（関東学院大学）、山田有人（名古屋商科大学） 

日本企業の実効税率が高いことの原因分析と検証 

自由論題報告②－午前の部 

第１報告   10:00～10:40 

第２報告   10:40～11:20 

第３報告   11:20～12:00 

（報告時間 30 分 質問 10 分） 
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第３会場 ２号館２階 2206 教室 

司  会 中川優（同志社大学） 

第１報告 木村太一（一橋大学大学院博士後期課程） 

業績評価指標のコミュニケーションの効果にかんする 

定量的研究：組織アイデンティフィケーションを 

媒介変数として 

第２報告 河合隆治（同志社大学） 

業績指標の測定対象と指標特性 

 

第４会場 ２号館２階 2207 教室 

司  会 挽文子（一橋大学） 

第１報告 福島一矩（西南学院大学） 

管理会計を効果的に活用するための組織能力に関する 

考察 

第２報告 堀井悟志（立命館大学）、山田徹雄（公認会計士） 

海外子会社に対するコントロール・システムの現状と 

その影響に関する経験的研究 

第３報告 浅田拓史（大阪経済大学）、吉川晃史（熊本学園大学）、

上總康行（京都大学名誉教授） 

コマツの経営改革と管理会計 

12:00～12:50 昼食休憩（３号館１階食堂アゼリア） 
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第１会場 ２号館２階 2202 教室 

司  会 高橋賢（横浜国立大学） 

第１報告 Jang Juhyeok（一橋大学大学院博士後期課程） 

サービス業における PAF アプローチの適用の問題性 

第２報告 小村亜唯子（明治大学大学院博士後期課程） 

顧客の分散化による売上高の変動性の抑制効果の 

実証研究 

第３報告 堺昌彦（小樽商科大学） 

ブランドマネジメントにおける組織と管理会計の検討 

 

第２会場 ２号館２階 2203 教室 

司  会 水野一郎（関西大学） 

第１報告 福山倫基（東京富士大学） 

ライセンスビジネスにおける原価計算の計算手続きの 

記述方法に対してGUIを用いることによる可読性向上

の検証 

第２報告 井岡大度（国士舘大学） 

工程間に戻しがある場合の原価改善効果の分析 

第３報告 柊紫乃（山形大学）、上總康行（京都大学名誉教授） 

生産現場の改善と期間損益計算 

 

自由論題報告③－午後の部 

第１報告   12:50～13:30 

第２報告   13:30～14:10 

第３報告   14:10～14:50 

（報告時間 30 分 質問 10 分） 
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第３会場 ２号館２階 2206 教室 

司  会 清水信匡（早稲田大学） 

第１報告 関洋平（早稲田大学大学院博士後期課程） 

原価企画の基本要件としての組織間協働 

－サービス業での取り組みに基づく検討 

第２報告 趙テイテイ（北海道大学大学院博士後期課程） 

テキストマイニングによる原価企画の構成要素に関する

検討 

第３報告 河合伸、梶原武久（神戸大学） 

不確実性と原価企画実践の適合関係：fsQCA（fuzzy-set 

Qualitative Comparative Analysis）による試行的分析 

第４会場 ２号館２階 2207 教室 

司  会 澤邉紀生（京都大学） 

第１報告 堀井悟志（立命館大学） 

マネジメント・コントロール・システムの 

モチベーションへの影響に関する経験的研究 

第２報告 横田絵理（慶應義塾大学）、 乙政佐吉（小樽商科大学）、

坂口順也（関西大学）、河合隆治（同志社大学）、    

大西靖（関西大学）、妹尾剛好（和歌山大学） 

マネジメント・コントロールの分析枠組みから見た 

管理会計研究－文献分析による検討－ 

第３報告 加登豊（同志社大学） 

ヨーロッパ管理会計研究の回顧と展望（European 

Management Accounting Research - Past and Future） 

■日本公認会計士協会の CPE 単位の付与について 

本大会の各報告は、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します。 
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■大会参加費等について

１．大会参加費等は次の通りです。 

大会参加費 懇親会費 

会 員 5,000 円 
5,000 円 

（当日申込み：7,000 円） 

非会員 8,000 円 
7,000 円 

（当日申込み：8,000 円） 

２．ご参加の方は、同封の振込取扱票にて 8 月 24 日（月）までに

お振込ください。大会および懇親会へのご参加はお振込をもっ

て確認させていただきます。なお、お振込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。ま

た、懇親会は当日でもお申込頂けますが、準備の都合上なるべ

く大会参加の申込みと一緒にお申込み頂きますようご協力お

願いいたします。 

３．領収書につきましては、郵便局で発行する「振替払込請求書兼

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「振替払込請求書兼受領書」をご持参ください。お振込みい

ただいた金額は払い戻しいたしませんのでご了承ください。 

■ 昼食について

昼食は、３号館１階食堂アゼリアをご利用ください（数種のメニ

ューのみ）。キャンパス周辺にも飲食店がございますが、昼休みの

時間帯は大変混みあいます。 

■ 宿泊について

ご宿泊は新宿駅周辺が便利です。 

■ 自由論題報告要旨集のダウンロードについて

要旨集については、8 月 1 日（土）以降、日本大学商学部の WEB

サイト（http://www.bus.nihon-u.ac.jp）からアクセスし、『商学部か

らのお知らせ』をご参照ください（ダウンロードのパスワード ■■
■■）。パスワードは会員以外には決してお知らせにならぬようお

願いいたします。ファイルは大会終了後削除します。 

■ 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、8 月 25 日（火）以

降、学会ホームページ（http://www.jcaa-net.org/）の新着情報のリン

クから閲覧・ダウンロードできます（パスワード ■■■■）。パス

ワードは会員以外には決してお知らせにならぬようお願いいたし

ます。ファイルは大会終了後削除します。 



 

■ 会場（日本大学商学部）までのアクセス

小田急線【新宿駅】

各駅停車（

急行・準急

（【成城学園前駅】

【成城学園駅前

渋谷駅 
等々力・用賀駅

都立大学駅北口

 

 

アクセスの

http://www.bus.nihon

１ 号
・投票所 

（会長・理事

審査委員

本 
・学会賞審査委員

・選挙管理

・常任理事会

・理事会 

・新旧合同理事会

会場（日本大学商学部）までのアクセス

【新宿駅】より 

各駅停車（25 分）【祖師ヶ谷大蔵駅】下車

急行・準急（20 分）【成城学園前駅】下車

成城学園前駅】には「快速急行」

成城学園駅前】よりバス（

 
・用賀駅     行き（

都立大学駅北口  

アクセスの詳細は次の URL
http://www.bus.nihon-u.ac.jp/access.html

N 

号 館 
 

理事・学会賞

審査委員選挙） 

正門

  館 
・学会賞審査委員会 

選挙管理委員会 

常任理事会 

 

新旧合同理事会 
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会場（日本大学商学部）までのアクセス

 

分）【祖師ヶ谷大蔵駅】下車

成城学園前駅】下車

「快速急行」は停まりません

バス（東急バス、小田急バス

行き（10 分）〔日大商学部前

URL をご参照ください

u.ac.jp/access.html 

正門 

会場（日本大学商学部）までのアクセス 

分）【祖師ヶ谷大蔵駅】下車 ⇒ 徒歩 12

成城学園前駅】下車 ⇒ 徒歩 18
まりませんのでご注意ください）

小田急バス）を利用する場合

日大商学部前〕下車

をご参照ください 

２ 号 館 
・受付 

・会員控室 

・自由論題報告 

３

・会員総会

・記念講演

・統一論題

・昼食

・懇親会
南門 

日本大学商学部
東京都世田谷区砧

 

12 分 ⇒ 正 門 

8 分 ⇒ 正 門 
のでご注意ください） 

を利用する場合 

下車 ⇒ 南 門 

 

 

 

３ 号 館 
・会員総会 

・記念講演 

・統一論題 

・昼食 

・懇親会 

日本大学商学部 
東京都世田谷区砧 5-2-1 

 

 
 

 


