
開示関連コストと経営者の情報開示（上枝）

日本経営分析学会・日本ディスクロージャー研究学会 
（第18回研究大会）連合大会2018プログラム

主催社・主催校　　　　　　日本経済新聞社・関西学院大学
統一シンポジウム・テーマ　 「わが国の会計、監査、およびディスクロージャーの在り方」「経営分析の

研究および教育の今後」
連合大会準備委員会

　日本経営分析学会　　　　　　　　準備委員長　　中嶋規夫（日本経済新聞社）
　日本ディスクロージャー研究学会　準備委員長　　大村　泰（日経メディアマーケティング）
連合大会プログラム委員会

　日本経営分析学会　　　　　　　　委員長　　　　阪　智香（関西学院大学）
　　　　　　　　　　　　　　　　　委員（事務局）浅野信博（大阪市立大学）
　　　　　　　　　　　　　　　　　委員　　　　　田村香月子（関西大学）
　　　　　　　　　　　　　　　　　委員　　　　　井上修一（日本経済新聞社）
　日本ディスクロージャー研究学会　委員長　　　　乙政正太（関西大学）
　　　　　　　　　　　　　　　　　委員（事務局）榎本正博（神戸大学）
　　　　　　　　　　　　　　　　　委員　　　　　三輪一統（神戸大学）
　　　　　　　　　　　　　　　　　委員　　　　　神谷佳緒里（日経メディアマーケティング）
　　　　　　　　　　　　　　　　　委員　　　　　古山　徹（日経メディアマーケティング）
開催日　　2018年10月13日（土）～14日（日）
開催場所　日本経済新聞社　大阪本社・関西学院大学・大阪梅田キャンパス

10月13日（土）

　会場：日本経済新聞社大阪本社１階カンファレンスルーム
　　参加受付　９：30～17：00　１階ホール
　　　　　　　17：20～　三井ガーデンホテル大阪淀屋橋
　　BAA理事会　12：40～13：20　日本経済新聞社大阪本社７階７A会議室
　　懇親会　17：30～　三井ガーデンホテル大阪淀屋橋

10月14日（日）

　会場：関西学院大学大阪梅田キャンパス
　　参加受付　10：20～12：10　1404教室
　　　　　　　12：10～14：20　1005教室
　　データベース協議会　10：40～12：10　1401教室、1402教室
　　賛助法人展示ブース　10：40～12：10　1403教室
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　　会員控室（午後は受付と共用）10：20～14：30　1005教室
　　BAA・JARDIS理事会　14：40～17：00　1005教室

【賛助企業】

・株式会社アイフィスジャパン
・大阪商工会議所
・株式会社QUICK
・株式会社税務研究会
・株式会社中央経済社
・株式会社東洋経済新報社
・日経メディアマーケティング株式会社
・株式会社日本経済新聞社
・株式会社ネオステージ
・ビューロー・ヴァン・ダイク・エレクトロニック・パブリッシング株式会社
・株式会社プロネクサス
・マージェント・ジャパン株式会社

●10月13日（土）

■【連合大会シンポジウムⅠ】10：00～11：30
テーマ：「経営分析の研究および教育の今後」
　10：00～10：05　司会・コーディネータ挨拶および趣旨説明
　　　　　　　　　中條祐介（横浜市立大学教授、JARDIS副会長）
　10：05～10：15　薄井　彰（早稲田大学教授、BAA会長）
　10：15～10：25　坂上　学（法政大学教授、JARDIS会長）
　10：25～10：35　坂本恒夫（明治大学名誉教授、BAA元会長）
　10：35～10：45　柴　健次（関西大学教授、JARDIS元会長）
　10：45～11：30　パネルディスカッション

　休憩　11：30～14：30
　11：30～12：40　JARDIS会員総会・学術賞授与式・推戴式
　12：40～13：20　BAA理事会　日本経済新聞社大阪本社７階７A会議室
　13：20～14：30　BAA会員総会・学会賞授与式
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■【連合大会シンポジウムⅡ】14：30～17：00
「わが国の会計、監査、およびディスクロージャーの在り方」
　14：30～14：35　司会・コーディネータ挨拶および趣旨説明
　　　　　　　　　奥村雅史（早稲田大学教授、BAA副会長）
基調講演
　14：35～15：05　薄井　彰  （早稲田大学教授、日本経営分析学会会長、  

日本ディスクロージャー研究学会前会長）
　　「日本の会計、監査、およびディスクロージャーの研究とグローバルスタンダード」
　15：05～15：35　関根愛子（日本公認会計士協会会長）
　　「わが国の公認会計士監査と公認会計士の果たすべき役割」
　15：35～16：05　前田昌孝（日本経済新聞社編集委員）
　　「投資家から見たディスクロージャーの課題」
　16：05～16：15　休憩
　16：15～17：00　パネルディスカッション
　懇親会　17：30～19：30　三井ガーデンホテル大阪淀屋橋

●10月14日（日）

■【データベース協議会】10：40～12：10
1401教室
　10：40～11：20　日経メディアマーケティング
　11：30～12：10　QUICK
1402教室
　10：40～11：20　ネオステージ
　11：30～12：10　マージェント・ジャパン

■【賛助法人展示ブース】10：40～12：10　1403教室

■【自由論題報告Ⅰ】10：40～12：10
BAA 01－経営分析（会計分析）
　＜第１会場＞14階1405教室
　　司会：向伊知郎（愛知学院大学）
　　　10：40～11：25　蒋　飛鴻（実践女子大学）
　　　　「中国会計基準のIFRSsへのコンバージェンスと会計情報の質」
　　　11：25～12：10　井端和男（井端和男公認会計士事務所）
　　　　「グラフによる売上債権異常発見法」
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JARDIS 01－会計ディスクロージャー
　＜第２会場＞14階1406教室
　　司会：木村史彦（東北大学）
　　　10：40～11：25　石田惣平（埼玉大学）・蜂谷豊彦（一橋大学）
　　　　「経営者の在任期間と業績予想に対するバイアス」
　　　11：25～12：10　梅澤俊浩（北九州市立大学）
　　　　「地域銀行における部分直接償却、貸出金償却および償却債権取立益の関係」

JARDIS 02－社会ディスクロージャー
　＜第３会場＞14階1408教室
　　司会：林　隆敏（関西学院大学）
　　　10：40～11：25　黒木　淳（横浜市立大学）
　　　　「医療法人における財務状況の現状と課題─医療法人事業報告データを用いた実態分析─」
　　　11：25～12：10　平田沙織（長岡大学）
　　　　「社会福祉法人のディスクロージャーにおける一試論─統合報告書作成を中心に─」

■【自由論題報告Ⅱ】13：00～14：30
BAA 02－経営分析（業種別経営分析）
　＜第４会場＞13階８号室
　　司会：山本達司（同志社大学）
　　　13：00～13：45　秋葉　健（高崎経済大学）
　　　　 「日本における旅客鉄道事業の輸送密度と営業収支の関連性─平成27年度鉄道統計年報を基に

して─」
　　　13：45～14：30　加藤仁史（明治大学）
　　　　「建設会社における生産性と営業力の役割」

JARDIS 03－市場ディスクロージャー
　＜第２会場＞14階1406教室
　　司会：北川教央（神戸大学）
　　　13：00～13：45　根建晶寛（福島大学）
　　　　 「ディスクロージャーと利益の関係性が配当政策に与える影響－当期純利益はいかなる時に相

対的に有用な財務情報となりうるか－」
　　　13：45～14：30　金　奕群（早稲田大学）
　　　　 「決算短信におけるXBRL適用と投資家のアンダーリアクション─適用前後の株価ドリフトの

分析─」
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BAA & JARDIS 01－コーポレートガバナンス
　司会：音川和久（神戸大学）
　　＜第３会場＞14階1408教室
　　　13：00～13：45　大沼　宏（東京理科大）・石黒武秀（東京理科大）
　　　　「経営者の自信過剰と租税負担削減行動」
　　　13：45～14：30　今西史弥（大阪市立大学）
　　　　「ゴーイング・コンサーン情報開示と監査人の交代」
　　　14：40～17：00　BAA・JARDIS理事会　1005教室（10階）
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日本経営分析学会・日本ディスクロージャー研究学会 
第36回年次大会2019プログラム

主催校　　早稲田大学
統一論題　「会計、経営と経済の境界と融合」
第36回年次大会準備委員会

　委員長　　薄井　彰（早稲田大学）
　副委員長　奥村雅史（早稲田大学） 大鹿智基（早稲田大学）
　委　　員　坂上　学（法政大学）
　　　　　　浅野敬志（首都大学東京） 海老原崇（武蔵大学）
　　　　　　稲葉喜子（はやぶさコンサルティング） 川島健司（法政大学）
　　　　　　佐々木貴司（PwCあらた監査法人） 首藤昭信（東京大学）
　　　　　　新谷　理（城西国際大学） 鈴木智英（早稲田大学）
　　　　　　高橋克幸（早稲田大学） 高橋美穂子（法政大学）
　　　　　　高橋由香里（武蔵大学） 中野貴之（法政大学）
　　　　　　成岡浩一（専修大学） 町田祥弘（青山学院大学）
　　　　　　宮川　宏（目白大学） 米岡英治（茨城キリスト教大学）
　　　　　　若林利明（上智大学）
　プログラム委員会
　　委員長　　首藤昭信（東京大学）
　　副委員長　吉田　靖（東京経済大学） 奥田真也（名古屋市立大学）
　　委　　員　薄井　彰（早稲田大学） 坂上　学（法政大学）
　　　　　　　浅野敬志（首都大学東京） 浅野信博（大阪市立大学）
　　　　　　　岩崎拓也（関西大学） 海老原崇（武蔵大学）
　　　　　　　太田康広（慶應義塾大学） 大沼　宏（中央大学）
　　　　　　　北川教央（神戸大学） 阪　智香（関西学院大学）
　　　　　　　平井裕久（神奈川大学） 町田祥弘（青山学院大学）
開催日　　2019年７月12日（金）～14日（日）
開催場所　早稲田大学・早稲田キャンパス

７月12日（金）

　会場：早稲田大学　早稲田キャンパス11号館
　学会賞審査委員会　14：00～15：00　11号館４階第２会議室
　編集委員会　　　　15：30～16：30　11号館４階第２会議室
　理事会　　　　　　17：00～19：00　11号館４階第４会議室
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７月13日（土）

　会場：早稲田大学　早稲田キャンパス　18号館国際会議場
　参加受付　９：30～17：00　18号館国際会議場１階ロビー
　学術賞受賞記念講演　10：00～12：00　井深大記念ホール
　会員総会　13：00～14：00　井深大記念ホール
　基調講演　14：10～16：10　井深大記念ホール
　特別講演・公開講座　16：30～18：00　井深大記念ホール
　懇親会　18：30～20：00　25号館大隈ガーデンハウス３階

７月14日（日）

　会場：早稲田大学　早稲田キャンパス18号館国際会議場
　参加受付　９：30～15：00　18号館国際会議場１階ロビー
　理事会企画領域別シンポジウム　１階　井深大記念ホール
　　経営分析領域　10：00～12：00
　　ディスクロージャー領域　13：00～15：00
　プログラム委員会企画セッション
　　15：20～17：20　１階　井深大記念ホール
　特別プロジェクト最終報告　15：20～16：40　３階第２会議室
　一般報告（自由論題）・一般企画セッション
　　10：00～17：20　３階第１・２会議室
　学生ポスター報告セッション
　　12：00～12：20　フラッシュトーク　３階　第１・２会議室
　　13：00～17：20　ポスター報告　４階　共同研究室
　データベース協議会　10：00～12：00　３階　第３会議室

　　賛助法人展示ブース（両日）　10：00～17：00　１階ロビー
　　会員控室（両日）　10：00～17：00　３階第３会議室（飲食可）

【賛助企業】

・株式会社アイフィスジャパン
・株式会社QUICK
・株式会社税務研究会
・株式会社中央経済社
・株式会社東洋経済新報社
・日経メディアマーケティング株式会社
・株式会社ネオステージ
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・株式会社プロネクサス
・マージェント・ジャパン株式会社

●７月13日（土）

■【学術賞受賞記念講演】10：00～12：00　１階　井深大記念ホール

司会　向伊知郎（愛知学院大学）
　10：00～11：00　浅野敬志（首都大学東京）　2018年度日本経営分析学会賞
　　「資本市場の変容と会計研究の方向性」
　11：00～12：00　田口聡志（同志社大学）　2017年度日本ディスクロージャー研究学会賞
　　「Disclosure is a gift that encourages trust and reciprocity」
　休憩　12：00～13：00

■【会員総会】13：00～14：00　１階　井深大記念ホール

■【基調講演】14：10～16：10　１階　井深大記念ホール

１．14：10～15：10　司会　吉田和生（名古屋市立大学）
　　薄井　彰（早稲田大学）「株価、利益、簿価と保守的会計慣行」
２．15：10～16：10　司会　吉田　靖（東京経済大学）
　　池田昌幸（早稲田大学）「会計情報の確率分布と経済価値」
コーヒーブレイク　16：10～16：30　３階第３会議室

■【特別講演・公開講座】
主催　日本経営分析学会・日本ディスクロージャー研究学会
共催　早稲田大学商学部・産業経営研究所
　16：30～18：00　１階　井深大記念ホール

「次世代のCEO、CFOに求められる力：教育と人材」　座長　薄井　彰（早稲田大学）
　臼見好生（株式会社野村総合研究所取締役）
　　「企業経営と株主、投資家、顧客及びその他のステークホルダーとの対話」
　柳　良平（エーザイ株式会社常務執行役CFO兼早稲田大学客員教授）
　　「次世代CFOの財務・非財務戦略の理論と実践」討論者　鈴木智英（早稲田大学）

【懇親会】18：30～20：30　25号館　大隈ガーデンハウス３階
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●７月14日（日）

■【理事会企画セッション】１階　井深大記念ホール

１．経営分析領域シンポジウム　10：00～12：00
　　「企業家精神と投資の経済計算」　座長　坂本恒夫（明治大学）
　　　基調報告　亀川雅人（立教大学）
　　　討論者　　薄井　彰（早稲田大学）　大坪　稔（九州大学）　中嶋教夫（明星大学）
２．ディスクロージャー領域シンポジウム　13：00～15：00
　　「実験的会計研究の未来」　座長　坂上　学（法政大学）
　　　討論者　田口聡志（同志社大学）　上枝正幸（青山学院大学）
　　　　　　　廣瀬喜貴（大阪市立大学）

■【特別プロジェクト最終報告】
15：20～16：40　３階　第２会議室
　司会　田口聡志（同志社大学）
　　「決算短信の簡素化に伴う経営者の開示戦略に関する数理モデル」
　　　主査　若林利明（上智大学）　三輪一統（大阪大学）

コーヒーブレイク　15：00～15：20　３階第３会議室

■【プログラム委員会企画セッション】
15：20～17：20　１階　井深大記念ホール
　「査読付きジャーナルの特徴と公刊のポイント」　座長　薄井　彰（早稲田大学）
　　討論者　奥田真也　プログラム委員会副委員長
　　　　　　石川博行『現代ディスクロージャー研究』編集委員長
　　　　　　榎本正博『The Japanese Accounting Review』編集委員
　　　　　　奥村雅史『会計プログレス』編集委員長
　　　　　　山本達司『経営分析研究』編集委員長

■【一般報告（自由論題）・一般企画セッション】
Ⅰ10：00～12：00　Ⅱ12：20～15：00　Ⅲ15：20～17：20　３階　第１・２会議室

■【学生ポスター報告セッション】
12：00～12：20　フラッシュトーク　３階　第１・２会議室
13：00～17：20　ポスター報告　４階　共同研究室

■【データベース協議会】10：00～12：00　３階　第３会議室
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日本経済会計学会　AEAJ Annual Meeting 2020 On Demand 
第37回年次大会プログラム

主催校　　早稲田大学
統一論題　「非財務情報と企業価値」
第37回年次大会準備委員会

　委員長　　薄井　彰（早稲田大学）
　副委員長　奥村雅史（早稲田大学） 米岡英治（茨城キリスト教大学）
　委　　員　稲葉喜子（はやぶさコンサルティング）
　　　　　　川島健司（法政大学） 金　奕群（早稲田大学）
　　　　　　佐々木貴司（PwCあらた有限責任監査法人）
　　　　　　新谷　理（城西国際大学） 高橋美穂子（法政大学）
　　　　　　高橋由香里（武蔵大学） 中野貴之（法政大学）
　　　　　　成岡浩一（専修大学） 宮川　宏（目白大学）
　プログラム委員会
　　委員長　　坂上　学（法政大学）
　　副委員長　向　伊知郎（愛知学院大学）
　　委　　員　浅野敬志（東京都立大学） 海老原　崇（武蔵大学）
　　　　　　　大鹿智基（早稲田大学） 太田康広（慶應義塾大学）
　　　　　　　奥村雅史（早稲田大学） 木村史彦（東北大学）
　　　　　　　小宮山賢（早稲田大学） 首藤昭信（東京大学）
　　　　　　　中條祐介（横浜市立大学） 町田祥弘（青山学院大学）
　　　　　　　吉田和生（名古屋市立大学） 吉田　靖（東京経済大学）
開催日　　2020年７月25日（土）
開催場所　早稲田大学
報告会場　日本経済会計学会Website（URL  https://www.aea-j.org/）

７月25日（土）

　オンライン会場　URL  https://www.aea-j.org/
　　2020年７月25日10：00から入場可能。

　第１部　On Demand配信　　　配信時間　10：00～17：00
　　開会挨拶　会長・準備委員長　薄井　彰（早稲田大学）
　　　セッション１　統一論題報告
　　　セッション２　経営分析セミナー



開示関連コストと経営者の情報開示（上枝）

　　　セッション３　財務会計分析Ⅰ（マーケット分析）
　　　セッション４　財務会計分析Ⅱ（テキスト分析）
　　　セッション５　ディスクロージャー モデリング
　　　セッション６　今日的課題、教育
　　　セッション７　データベース協議会
　　　　　　　　　　データベース展示ブース

　第２部Live配信　　　配信時間　17：30～18：30
　　　セッション１　統一論題討論
　　閉会挨拶　プログラム委員長　坂上　学（法政大学）

　振り返り配信（On Demand配信）　2020年７月26日（日）～８月２日（日）23：59：59

　参加受付　2020年７月25日（土）～８月２日（日）
　　［コメント受付　2020年７月25日（土）～７月26日（日）］
　　［コメント回答　2020年７月30日（木）～８月２日（日）］

　大会本部　早稲田大学　11号館　大会議室　早稲田キャンパス

■【統一論題】
10：00～17：00　セッション１　On Demand配信（統一論題１報告40分）
　１．「統一論題解題」　座長　向　伊知郎（愛知学院大学）
　２．「学術研究で考慮すべきコーポレート・ガバナンスの新動向と開示」
　　　　円谷昭一（一橋大学）
　３．「日本における「気候変動リスク」開示の現状と課題」
　　　　松山將之（日本政策投資銀行）
　４．「ESG情報の開示と企業価値」
　　　　阪　智香（関西学院大学）

17：30～18：30　セッション１　Live配信
　統一論題討論
　　司会　　向　伊知郎
　　　討論者　円谷昭一　　松山將之　　阪　智香

■【第５回　経営分析Virtual Seminar】

10：00～17：00　セッション２　On Demand配信（セミナー時間３時間）



●現代ディスクロージャー研究●　2006年10月　No.7

　司会　小宮山　賢（早稲田大学、公認会計士）
　会長挨拶　薄井　彰（早稲田大学）
　  「新リース基準IFRS第16号の解説と実務－基準書の詳説と論点、実務上の対応、財務諸表における

表示と開示の紹介－」
　　小山智弘（公認会計士、EY新日本有限責任監査法人
　　討論者　　小山智弘　　薄井　彰　　佐々木貴司（PwCあらた有限責任監査法人）
　　（2020年７月11日15：00～18：00に早稲田大学で収録）

■【一般報告】
10：00～17：00　セッション３/４/５/６　On Demand配信（一般報告１報告40分）

■【財務会計分析Ⅰ（マーケット分析）】セッション３

１．「減配と報告利益管理行動に関する実証分析」
　　　報告者　市原啓善（小樽商科大学）
　　　司　会　首藤昭信（東京大学）
２．「経営者予想とのれん計上における予測能力」
　　　報告者　奈良沙織（明治大学）・野間幹晴（一橋大学）
　　　司　会　木村史彦（東北大学）
３．「リキャップCBを通じた資本調整行動とその決定要因」
　　　報告者　塚原　慎（帝京大学）・寺嶋康二（千葉商科大学）・積　惟美（亜細亜大学）
　　　司　会　吉田　靖（東京経済大学）

■【財務会計分析Ⅱ（テキスト分析）】セッション４

１．「テキストマイニングを用いた我が国有価証券報告書の記述情報の分析」
　　　報告者　矢澤憲一（青山学院大学）・伊藤健顕（甲南大学）・金　鉉玉（東京経済大学）
　　　司　会　町田祥弘（青山学院大学）
２．「有価証券報告書における定性的情報の記述情報量と可読性の決定要因に関する実証研究」
　　　報告者　中島隆広（神戸大学）
　　　司　会　海老原崇（武蔵大学）
３．「上場卸売業におけるアナリストカバレッジや経営施策が企業価値に与える影響について」
　　　報告者　片山博文（関西大学）・伊佐田文彦（関西大学）
　　　司　会　吉田和生（名古屋市立大学）

■【ディスクロージャー モデリング】セッション５

１．「企業によるコミュニケーションとアナリスト予想のタイミング
　　　報告者　小谷　学（熊本学園大学）



開示関連コストと経営者の情報開示（上枝）

　　　司　会　太田康広（慶應義塾大学）
２．Does a leading indicator related to a customer improve a firm’s profit?
　　　報告者　濵村純平（桃山学院大学）
　　　司　会　太田康広（慶應義塾大学）

■【今日的課題、教育】セッション６

１． What Factors Affect Academic Performance in Introductory Accounting? Using of Structural 
Equations Modeling.

　　　Speakers：Masumi Nakashima（Bunkyo Gakuin University）
　　　　　　　　Madoka Takahashi（Bunkyo Gakuin University）
　　　Moderator： Tomoki Oshika（Waseda University）
２．「COVID-19とディスクロージャー」
　　　報告者　金　鉉玉（東京経済大学）　　藤谷涼佑（東京経済大学）
　　　司　会　浅野敬志（東京都立大学）
３．「銀行経営におけるサイバーセキュリティ・リスク管理について」
　　　報告者　高正　智（金沢学院大学）
　　　司　会　中條祐介（横浜市立大学）

■【データベース協議会】
10：00～17：00　セッション７　On Demand配信
　司　会　奥村雅史（早稲田大学）・高橋美穂子（法政大学）
　　「データベース紹介と研究・教育の利用事例」

■【データベース展示ブース】

【賛助企業】

・株式会社アイフィスジャパン
・株式会社QUICK
・株式会社中央経済社
・株式会社東洋経済新報社
・日経メディアマーケティング株式会社
・株式会社ネオステージ
・株式会社プロネクサス
・マージェント・ジャパン株式会社
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第２回西日本部会（2019年度）

日　　時：2019年９月21日（土）
場　　所：愛知学院大学名城公園キャンパス　アガルスタワー５階2502教室
　基調講演　13：10～14：10
　　薄井　彰（日本経済会計学会会長・早稲田大学教授）「バリューとグロース」
　研究報告　14：25～17：40
　　第１報告：野口倫央（愛知学院大学）
　　　　　　　「IFRSと日本基準のレリバンス比較─のれんの会計処理が及ぼす影響」
　　第２報告：中川豊隆（岡山大学）「ファンダメンタル分析に関する考察」
　　第３報告：田村香月子（関西大学）「信用格付の手法と考え方、およびソブリンが及ぼす影響」

第３回西日本研究部会（2019年度）

日　　時：2020年２月22日（土）　14：30～18：00
場　　所：関西大学千里山キャンパス　第２学舎２号館C棟５階C506教室
講　　演：井上浩一（関西学院大学専門職大学院客員教授・公認会計士）
　　　　　「近年の不正調査に関する課題と提言」
研究報告
　第１報告： 塙平真由（大阪市立大学大学院）・屋嘉比潔（大阪市立大学大学院）・
　　　　　　渡辺大貴氏（大阪市立大学大学院）
　　　　　　「わが国企業の経営状況と障害者雇用の関係について」
　第２報告：大西　靖（関西大学）「企業による持続可能開発目標のマネジメント」
　第３報告： 井口義久（青森中央学院大学）
　　　　　　「有限期間の見積財務諸表におけるIRR≧keとROE*≧ROE**」

第53回ディスクロージャー研究会議

日　　時：2020年３月２日（月）　14：00～16：00
場　　所：株式会社プロネクサス　セミナールーム
テ ー マ：鈴木健嗣（一橋大学）「日本企業の資本政策について」


