開示関連コストと経営者の情報開示（上枝）

日本経済会計学会 第１回秋季大会
AEAJ Autumn Meeting 2020
第19回ディスクロージャーカンファレンス
主催 日本ディスクロージャー研究学会
JARDIS Disclosure Conference 2020
第36回経営分析カンファレンス
主催 日本経営分析学会
JSBA Business Analysis Conference 2020
プログラム

主 催 校
統一論題

早稲田大学
「COVID-19感染拡大下における情報開示の実態と分析」

AEAJ2020第１回秋季大会準備委員会
委 員 長 薄井 彰（早稲田大学）
副委員長 坂上 学（法政大学）
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）
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（専修大学）

日本ディスクロージャー研究学会（JARDIS）第19回ディスクロージャーカンファレンス
プログラム委員会
委員長

吉田和生（JARDIS 会長 名古屋市立大学）

委 員

吉田 靖（東京経済大学）

音川和久（神戸大学）

浅野敬志（東京都立大学）

町田祥弘（青山学院大学）

奥田真也（名古屋市立大学） 山田哲弘（中央大学）
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日本経営分析学会（JSBA）第36回経営分析カンファレンス
プログラム委員会
委員長

奥村雅史（JSBA 会長 早稲田大学）

委 員

山本達司（同志社大学）

浅野信博（大阪市立大学）

阪 智香（関西学院大学） 首藤昭信（東京大学）
大沼 宏（中央大学）

古山 徹（嘉悦大学）

開 催 日 2020年12月12日（土）〜13日（日）
開催場所 オンライン開催

第１日 12月12日（土）
日本経済会計学会第１回秋季大会
統一論題

10：10〜12：05

学術賞受賞記念講演

13：00〜13：40

AEAJ 会長講演

13：50〜14：50

会員総会

15：00〜16：00

統一論題討論

16：30〜18：00

第２日 12月13日（日）
AEAJ 招聘講演 12：30〜13：30
日本ディスクロージャー研究学会（JARDIS）第19回ディスクロージャーカンファレンス
査読済一般報告・討論

10：00〜11：25

ポスター報告

11：30〜11：40・14：00〜14：40

日本経営分析学会（JSBA）第36回経営分析カンファレンス
一般報告

14：00〜16：55

ポスター報告

11：30〜11：40・16：15〜16：55

データベース協議会

10：00〜16：55

懇親会

17：10〜18：40

振り返り配信（On Demand 配信） 2020年12月14日（月）〜30日（水）23：59：59
［参加受付 2020年12月12日（土）〜30日（水）
］
［質問受付 2020年12月13日（日）〜30日（水）
］

開示関連コストと経営者の情報開示（上枝）

【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

第１日 12月12日（土）

■

日本経済会計学会第１回秋季大会
10：00 開会挨拶 準備委員長 薄井 彰（早稲田大学）

【統一論題 on Zoom】10：10〜12：05 セッション１ Live 配信
「COVID-19感染拡大下における情報開示の実態と分析」
（統一論題１報告25分）
１．
「統一論題解題」
座 長 中條祐介（横浜市立大学）
２．
「COVID-19下における監査の実態と分析」
報告者 小澤義昭（桃山学院大学）
３．
「COVID-19下における業績予想のレンジ開示の実態と分析」
報告者 浅野敬志（東京都立大学）
４．
「COVID-19とディスクロージャー：非財務情報に焦点を当てて」
報告者 金 鉉玉（東京経済大学）
５．
「COVID-19と財務分析」
報告者 中條良美（阪南大学）
【学術賞受賞記念講演 on Zoom】13：00〜13：40 セッション２ Live 配信
JARDIS 学会賞受賞記念講演
「ミスリポーティングについて」
報告者 奥村雅史（早稲田大学）
司 会 吉田和生（名古屋市立大学）
【AEAJ 会長講演 on Zoom】13：50〜14：50 セッション３ Live 配信

●現代ディスクロージャー研究●

2006年10月

No.7

「ディスクロージャー」
報告者 薄井 彰（早稲田大学）
司 会 坂上 学（法政大学）
【会員総会 on Zoom】15：00〜16：00 セッション４ Live 配信
【統一論題討論 on Zoom】16：30〜18：00 セッション５ Live 配信
「COVID-19感染拡大下における情報開示の実態と分析」
司 会 中條祐介
討論者 小澤義昭・浅野敬志・金 鉉玉・中條良美

●第２日 12月13日（日）

■

AEAJ 招聘講演 on Zoom
12：30〜13：30 セッション６ Live 配信

「オンライン授業と教育 ICT の活用─これまでの振り返りと将来課題」
報告者 田浦健次朗 （東京大学大学院情報理工学系研究科教授・東京大学情報基盤センター長）
司 会 阪 智香（関西学院大学）

■

日本ディスクロージャー研究学会（JARDIS）第19回ディスクロージャーカンファレンス

【査読済一般報告・討論】セッション７ On Demand 配信
10：00〜10：40
１．
「企業の情報環境と利益発表前の投資家行動の関連性」
報告者 森脇敏雄（北九州市立大学）
司 会 浅野敬志（東京都立大学）
10：45〜11：25
２．
「効率的市場における利益発表後ドリフトの発生原因について」
報告者 小谷 学（熊本学園大学）
司 会 音川和久（神戸大学）
【ポスター報告】セッション８ On Demand 配信
11：30〜11：40
JARDIS&JSBA フラッシュトーク
司 会 吉田和生（名古屋市立大学）
14：00〜14：40

開示関連コストと経営者の情報開示（上枝）

１．
「事業の不確実性が経営者の利益操作に及ぼす影響」
報告者 山村孝生（早稲田大学大学院）
司 会 山田哲弘（中央大学）

■

日本経営分析学会（JSBA）第36回経営分析カンファレンス

【一般報告】セッション９ On Demand 配信
14：00〜14：40
１． How Measure the Value of Intangible Assets with the Residual Income CAP Model
報告者 小林 秀二（早稲田大学）
司 会 小野慎一郎（大分大学）
14：45〜15：25
２．
「戦略的提携と監査報酬の関係性」
報告者 大沼 宏（中央大学）
・藤田健人（中央大学大学院）
・石黒武秀（中央大学大学院）
司 会 髙田知実（神戸大学）
15：30〜16：10
３． Coarse Performance Evaluation for Envious Agents
報告者 大橋英司（Alberta School of Business, University of Alberta）
司 会 奥田真也（名古屋市立大学）
16：15〜16：55
４．
「企業不祥事に伴うファミリーの経営権の変化」
報告者 藤井敏央（青山学院大学大学院）
司 会 宮川 宏（専修大学）
【ポスター報告】セッション10 On Demand 配信
11：30〜11：40
JARDIS&JSBA フラッシュトーク
司 会 吉田和生（名古屋市立大学）
16：15〜16：55
１．
「国立病院機構と病院経営の持続可能性評価」
報告者 見村千尋（早稲田大学大学院）
司 会 大沼 宏（中央大学）

■

データベース協議会
10：00〜16：55 セッション11 On Demand 配信
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司 会 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」
・株式会社 QUICK
・株式会社ネオステージ
・マージェント・ジャパン株式会社
・株式会社プロネクサス
・日経メディアマーケティング株式会社
データベース・バーチャル展示 第２日終日

■

懇親会 on Zoom
17：10〜18：40
閉会の辞 奥村雅史（JSBA 会長）
・吉田和生（JARDIS 会長）
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開示関連コストと経営者の情報開示（上枝）

第６回・第７回・第８回・第９回 経営分析セミナー
経営分析研究・教育の方法論に関する第６回・第７回・第８回・第９回経営分析セミナーを開催しま
した。
ビデオ視聴期間：① 2021年３月７日（日）〜３月28日（日）
② 2021年３月15日（月）〜４月４日（日）
③ 2021年２月28日（日）〜３月21日（日）
④ 2021年３月14日（日）〜４月４日（日）
質疑応答：① 2021年３月20日（土）13：00〜17：00
② 2021年３月28日（日）13：00〜17：00
③ 2021年３月13日（土）13：00〜17：00
④ 2021年３月27日（土）13：00〜17：00
第６回 ① R による統計的データ分析（基礎）
講師：山本義郎氏（東海大学理学部教授）
第７回 ② R による統計的データ分析（応用）
講師：山本義郎氏（東海大学理学部教授）
第８回 ③ Python による統計的データ分析（基礎）
講師：久保田貴文氏（多摩大学経営情報学部准教授）
第９回 ④ Python による統計的データ分析（応用）
講師：久保田貴文氏（多摩大学経営情報学部准教授）
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AEAJ Workshop

第５回 AEAJ Workshop プログラム委員会
委員長 坂上 学（法政大学）
委 員 太田康広（慶應義塾大学）
村上裕太郎（慶應義塾大学）
開催日

田代樹彦（名城大学）
村宮克彦（大阪大学）

2021年３月16日（火）

報告会場 オンライン開催
10：00〜11：00
開会の挨拶とセミナーセッション
開会挨拶・司会 坂上 学（法政大学・プログラム委員長）
薄井 彰（早稲田大学・AEAJ 会長）
「最先端研究の実際」
11：10〜12：10
研究報告１ 濵村純平（桃山学院大学）
Disclosure Policy for Relative Performance Indicators under Product Market
Competition
12：10〜13：00
ランチセッション
株式会社 QUICK
13：00〜14：00
研究報告２ 小山真実（神戸大学）
The Ratchet Effect in Teams: The Impacts of Learning and Inequity Aversion
14：10〜15：10
研究報告３ 石田惣平（埼玉大学）
「業績予想の正確度と融資契約」
15：20〜16：20
研究報告４ 藤谷涼佑（東京経済大学）
・金鉉玉（東京経済大学）
・山田和郎（立命館大学）
Information Transfer of Corporate Disclosure in Pandemic Era
16：30〜17：30
研究報告５ 若林利明（上智大学）
・村上裕太郎（慶應義塾大学）
Contracting or Target Setting? Which Decision Right Should be Delegated?
17：30〜19：30
懇親会（SpatialChat）

開示関連コストと経営者の情報開示（上枝）

第10回・第11回・第12回・第13回 経営分析セミナー
経営分析研究・教育の方法論に関する第10回・第11回・第12回・第13回経営分析セミナーを開催し
ました。
ビデオ視聴期間：①〜④いずれも、2021年７月５日（月）〜７月24日（土）
質 疑 応 答：①および② 2021年７月24日（土）10：00〜12：00
③および④ 2021年７月24日（土）13：00〜15：00
第10回 ① R による統計的データ分析（基礎）
講師：山本義郎氏（東海大学理学部教授）
第11回 ② R による統計的データ分析（応用）
講師：山本義郎氏（東海大学理学部教授）
第12回 ③ Python による統計的データ分析（基礎）
講師：久保田貴文氏（多摩大学経営情報学部准教授）
第13回 ④ Python による統計的データ分析（応用）
講師：久保田貴文氏（多摩大学経営情報学部准教授）
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日本経済会計学会 第38回年次大会
AEAJ 38th Annual Meeting 2021 プログラム
主 催 校 法政大学
統一論題 「人事評価の会計学」
AEAJ2021第38回年次大会準備委員会
委員長 福多裕志
委 員 神谷健司

川島健司

坂上 学

高橋美穂子 竹口圭輔

中野貴之

ホームページ技術支援協力 米岡英治（茨城キリスト教大学）
開 催 日 2021年７月31日（土）
開催場所 オンライン開催
旧理事及び新理事による合同理事会

９：00〜10：30

一般報告（午前の部）

11：00〜12：00

昼食休憩・データベース協議会

12：00〜13：00

統一論題（報告）

13：00〜14：20

一般報告（午後の部）

14：30〜15：30

統一論題（討論）

15：40〜17：10

会員総会

17：15〜18：15

懇親会

18：20〜19：20

振り返り配信（オンデマンド配信） 2021年８月１日（日）00：00：00〜７日（土）23：59：59
［質問受付 2021年７月26日（月）〜31日（土）
］
【賛助企業】
・株式会社アイ・エヌ情報センター
・株式会社アイフィスジャパン
・株式会社 QUICK
・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
・マージェント・ジャパン株式会社

開示関連コストと経営者の情報開示（上枝）

９：00〜10：30 旧理事及び新理事による合同理事会
10：30 Zoom ミーティング会場の開場
10：50〜11：00 開会の辞（福多裕志・大会準備委員長）

■

一般報告（午前の部）
11：00〜12：00
司会 竹口圭輔（法政大学）
（１）中島真澄（文京学院大学）
Fraud Detection Method by a Text Analysis of CEO Letters Perspective of Obfuscation
Hypothesis: Evidence from Japanese Firms Listed on the U.S. Stock Exchange
（２）下田卓治（筑波大学大学院）
「社会活動が企業価値に与える影響の研究」
（３）藤田健人（中央大学大学院）
「企業グループにおける Principal-Principal conflict と利益調整の分析」
（４）澤田雄介（新潟医療福祉大学）
・田口聡志（同志社大学）
Unintended Consequences of Budget Participation and Performance Reporting: An
Experimental Study

■

昼食休憩・データベース協議会
12：00〜13：00
・株式会社 QUICK
・株式会社アイ・エヌ情報センター
・日経メディアマーケティング株式会社

■

統一論題（報告）
13：00〜14：20

「人事評価の会計学」
13：00〜13：10
座長解題 太田康広（慶應義塾大学）
13：10〜13：30
第１報告 西谷順平（立命館大学）
「キャリアコンサーンについて」
13：35〜13：55
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第２報告 松田康弘（東北大学）
「相対的業績評価について」
14：00〜14：20
第３報告 村上裕太郎（慶應義塾大学）
「キャリア・コンサーンのモデルの財務会計分野への応用」
14：20〜14：30 休憩

■

一般報告（午後の部）
14：30〜15：30
司会 奥田真也（名古屋市立大学）
（１）大橋英司（University of Alberta）
Unilateral Envy, Pay Inversion, and the Cost of Age-Diversity
（２）寺嶋康二（千葉商科大学）
・塚原慎（帝京大学）
・積惟美（亜細亜大学）
「経営者の心理的特性と自社株買い：Overconfidence に着目して」
（３）張瀟月（早稲田大学）
・金奕群（早稲田大学）
「決算説明会における質疑応答内容の開示と情報の非対称性との関係」
（４）孔炳龍（駿河台大学）
「経営者財務会計行動論：報告式と勘定式の選択について」
15：30〜15：40 休憩

■

統一論題（討論）
15：40〜17：10

「人事評価の会計学」
座 長：太田康広（慶應義塾大学）
討論者：西谷順平（立命館大学）
松田康弘（東北大学）
村上裕太郎（慶應義塾大学）
17：15〜18：15 会員総会
18：15〜18：20 閉会の辞（坂上学・学会長）
18：20〜19：20 懇親会（SpatialChat）

開示関連コストと経営者の情報開示（上枝）

日本経済会計学会 第２回秋季大会
AEAJ Autumn Meeting 2021
第20回ディスクロージャーカンファレンス
主催 日本ディスクロージャー研究学会
JARDIS Disclosure Conference 2021
第37回経営分析カンファレンス
主催 日本経営分析学会
JSBA Business Analysis Conference 2021
プログラム

主 催 校 専修大学
統一論題 「ディスクロージャー研究の新展開」
AEAJ2021第２回秋季大会準備委員会
委 員 長 大柳康司
副委員長 成岡浩一
委

員 宮川 宏

国田清志 菱山 淳 金 鐘勲

一ノ宮士郎 内野里美 松本 徹
ホームページ運営担当 米岡英治（茨城キリスト教大学）
日本ディスクロージャー研究学会（JARDIS）第20回ディスクロージャーカンファレンス
プログラム委員会
委 員 長 中條祐介（横浜市立大学）
委

員 石川博行（大阪市立大学） 榎本正博（神戸大学）
河瀬宏則（横浜市立大学） 中野 誠（一橋大学）

日本経営分析学会（JSBA）第37回経営分析カンファレンス
日本経営分析学会（JSBA）会長 向伊知郎（愛知学院大学）
経営分析研究編集委員長

浅野信博（大阪市立大学）
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開 催 日 2021年12月18日（土）〜19日（日）
開催場所 オンライン開催
第１日 12月18日（土）
日本経営分析学会（JSBA）第37回経営分析カンファレンス（第１部）
一般報告

10：00〜12：10

AEAJ 統一論題報告

13：00〜14：25

AEAJ 学術賞受賞記念講演

14：40〜16：20

AEAJ 統一論題討論

16：30〜18：00

第２日 12月19日（日）
日本ディスクロージャー研究学会（JARDIS）第20回ディスクロージャーカンファレンス
一般報告

10：00〜12：10

JARDIS&JSBA ポスター報告 12：15〜13：50
日本経営分析学会（JSBA）第37回経営分析カンファレンス（第２部）
一般報告

14：40〜16：55

AEAJ データベース協議会

10：00〜17：00

懇親会

17：15〜18：30

［参加受付 2021年12月18日（土）〜19日（日）
］
【賛助企業】
・株式会社アイ・エヌ情報センター
・株式会社アイフィスジャパン
・株式会社 QUICK
・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
・マージェント・ジャパン株式会社

●第１日 12月18日（土）
９：50 開会挨拶 準備委員長 大柳康司（専修大学）
日本経済会計学会（AEAJ）会長 坂上 学（法政大学）

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（JSBA）第37回経営分析カンファレンス（第１部）

【一般報告】セッション１ Live 配信
10：00〜10：40
１．
「従業員の就業環境が企業業績に及ぼす影響：若年離職率に着目して」
報告者 松本智広（東京都立大学大学院）
司 会 山本達司（同志社大学）
10：45〜11：25
２．
「中小企業における早期審査の有効性について」
報告者 金子宝麒（早稲田大学大学院）
司 会 福多裕志（法政大学）
11：30〜12：10
３．
「US-GAAP&IFRS 適用企業の無形資産の実態分析」
報告者 大倉雄次郎（関西大学）
司 会 古山 徹 （嘉悦大学）

■

AEAJ 統一論題報告
13：00〜14：25 セッション２ Live 配信

「ディスクロージャー研究の新展開」
１．
「統一論題解題」
座 長 金 鉉玉（東京経済大学）
２．
「テキストマイニングを用いた財務報告研究」
報告者 矢澤憲一（青山学院大学）
３．
「株式市場の不確実性と経営者による会計行動」
報告者 北川教央（神戸大学）
４．
「従業員への付加価値分配とサステナビリティ」
報告者 大鹿智基（早稲田大学）

■

AEAJ 学術賞受賞記念講演
14：40〜16：20 セッション３ Live 配信
14：40〜15：20
ディスクロージャー研究最優秀論文賞 受賞記念講演

「価値関連性研究の意義とエビデンス・ベースの基準設定─銀行研究を基礎として─」
報告者 赤塚尚之（滋賀大学）
・海老原崇（武蔵大学）
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司 会 中條祐介（横浜市立大学）
15：30〜16：20
日本経済会計学会学会賞（著書の部）受賞記念講演
「財務制限条項の実態・影響・役割」
報告者 中村亮介（筑波大学）
・河内山拓磨（一橋大学）
司 会 奥村雅史（早稲田大学）

■

AEAJ 統一論題討論
16：30〜18：00 セッション４ Live 配信

「ディスクロージャー研究の新展開」
座 長 金 鉉玉
討論者 矢澤憲一・北川教央・大鹿智基

●第２日 12月19日（日）

■

日本ディスクロージャー研究学会（JARDIS）第20回ディスクロージャーカンファレンス

【一般報告】セッション５ Live 配信
10：00〜10：40
１．
「虚偽表示の発覚により監査パートナーに生じる帰結の実証分析」
報告者 尾関規正（東北大学）
・髙田知実（神戸大学）
司 会 浅野信博（大阪市立大学）
10：45〜11：25
２．
「決算発表時における Audit Completeness と財務報告の質の関係」
報告者 屋嘉比潔（大阪市立大学大学院）
司 会 榎本正博（神戸大学）
11：30〜12：10
３．
「営利企業との競争環境が非営利組織のガバナンスに与える影響に関する実証研究─社会福祉法人
を対象とした分析─」
報告者 夏吉裕貴（横浜市立大学大学院）
司 会 若林利明（上智大学）

■

JARDIS&JSBA ポスター報告
セッション６ Live 配信
12：15〜12：20 JARDIS フラッシュトーク

開示関連コストと経営者の情報開示（上枝）

司 会 中條祐介（横浜市立大学）
1.「IPO のアンダープライシングと成長戦略」
報告者 古郡由佳（早稲田大学大学院）
12：20〜12：45 JSBA フラッシュトーク
司 会 向伊知郎（愛知学院大学）
１．
「ESG 投資パフォーマンスの分析─ ESG バブル発生の可能性について」
報告者 江沢拓宣（早稲田大学大学院）
２．
「IT 投資がもたらす企業価値の向上について」
報告者 長安祥紀（早稲田大学大学院）
３．
「日本企業へのアクティビズムと、被介入企業の業績推移」
報告者 星野祐介（早稲田大学大学院）
４．
「総合商社における多角化ディスカウントの影響」
報告者 古舘清州（早稲田大学大学院）
５．
「企業文化の類似性が M&A に及ぼす影響」
報告者 泉澤博也（早稲田大学大学院）
12：50〜13：50 JARDIS&JSBA ポスター報告質疑応答

■

日本経営分析学会（JSBA）第37回経営分析カンファレンス（第２部）

【一般報告】セッション７ Live 配信
14：00〜14：40
１．
「四半期キャッシュ・フロー計算書の任意開示にかかる基礎研究」
報告者 松本紗矢子（北海道情報大学）
・屋嘉比潔（大阪市立大学大学院）
・
浅野信博（大阪市立大学）
司 会 田代樹彦（名城大学）
14：45〜15：25
２．
「銀行業の信用リスクに関する KAM の初年度適用」
報告者 佐々木貴司（PwC あらた有限責任監査法人）
司 会 林 隆敏（関西学院大学）
15：30〜16：10
３．
「状態空間形式に基づく現在価値モデルの統計的推測」
報告者 千葉 賢（愛知学院大学）
司 会 奥田真也（名古屋市立大学）
16：15〜16：55
４．
「のれんの経済的減損に関する日本企業の実態と市場の評価」
報告者 眞鍋和弘（名古屋外国語大学）
・野口倫央（愛知学院大学）

●現代ディスクロージャー研究●

司 会 浅野敬志（東京都立大学）

■

AEAJ データベース協議会
10：00〜17：00 セッション８ On Demand 配信
司 会 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」
・株式会社アイ・エヌ情報センター
・株式会社アイフィスジャパン
・株式会社 QUICK
・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
・マージェント・ジャパン株式会社
データベース・バーチャル展示 第２日終日

■

懇親会 on SpatialChat
17：15〜18：30
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