大会参加費・懇親会費
大会参加費

ア ク セ ス

5,000 円

4,000 円（事前振込）
懇親会費
5,000 円（当日支払）
ご参加の方は，郵便振替用紙に必要事項をご記入
の上，8 月 15 日（火）までにお振込みください。お振込
みをもちまして，参加の申し込みとさせていただきます。
念のため，当日は「振替払込請求書兼受領証」また
はそのコピーをご持参ください。
口座番号
00140-4-673446
日本簿記学会第 33 回全国大
会準備委員会
なお，参加取り止めによる返金はご容赦くださいます
ようお願い申し上げます。
また，昼食のご用意はいたしておりませんので，周辺
の食堂等を適宜ご利用ください。

加入者名

最寄駅からのアクセス
■JR 中央線・総武線，東京メトロ丸ノ内線／御茶ノ水駅 下
車徒歩約 3 分
■都営地下鉄三田線・新宿線，東京メトロ半蔵門線／神保
町駅 下車徒歩約 5 分
研究棟 4 階会議室へのアクセス
リバティタワーのエレベーター/エスカレーターで 3 階におあが
りください。リバティタワーの 3 階と研究棟の 4 階が連絡通路で
つながっています。

日本簿記学会
第 33 回全国大会
平成 29 年 8 月 24 日（木）～8 月 26 日（土）
統一論題

資産会計と複式簿記
－財務諸表の表示と勘定科目をめぐって－

日本公認会計士協会 CPE 履修単位
研修内容
統一論題報告（8 月 25 日）
統一論題討論会（8 月 26 日）

単位
2
2

役員選挙
日時
8 月 25 日
13：30‐18：30

場所
リバティタワー1 階 1011 教室

新理事会
日時
8 月 26 日
13：40-15：10

場所
アカデミーコモン 2 階 A4 会議室

日本簿記学会第 33 回全国大会準備委員会
準備委員長 田中建二
〒101-8301 千代田区神田駿河台 1-1
明治大学 梅原秀継研究室
Email: boki.association33@gmail.com

ご挨拶

プログラム

18：30-20：00 懇親会

8 月 24 日（木）
会員の皆様にはますますご清栄のこととお慶び申し上げ
ます。
さて，このたび明治大学駿河台キャンパスにおきまして，
日本簿記学会第 33 回全国大会を開催させていただくこと
となり，誠に光栄に存じます。
本大会の統一論題のテーマは，「資産会計と複式簿
記－財務諸表の表示と勘定科目をめぐって－」となりま
す。近時の会計基準ならびに簿記の諸課題に鑑み，座
長の田代樹彦先生（名城大学）のもと，4 名の先生方か
ら報告・討論をいただく予定です。また，自由論題報告で
は 7 名の先生方からご報告をいただき，さらに，高校簿記
教育懇談会，学会賞受賞記念講演，研究部会報告も
予定されております。
わが国における簿記の理論・教育・実務の諸問題につ
いて活発な討論が展開され，ひいては本学会の発展に資
することができれば幸甚でございます。
ご多用中とは存じますが，会員の皆様のご参加を心より
お待ちしております。

リバティタワー23 階 岸本辰雄・宮城浩蔵ホール

12：00-14：00 学会賞審査委員会

研究棟 4 階第 3 会議室

14：00-15：00 選挙管理委員会

研究棟 4 階第 2 会議室

15：00-18：00 理事会

研究棟 4 階第 2 会議室

8 月 25 日（金）

自由論題報告 1

10：00-11：30 高校簿記教育懇談会
リバティタワー6 階 1063 教室
講演「簿記の研究・教育の空洞化」
安藤英義（専修大学・一橋大学名誉教授）

リバティタワー7 階 1073 教室

司会 池田公司（甲南大学）

9：20-10:30

①「IoT による帳簿と募金箱の連動」 水谷文宣（関東学院大学）

12:00‐18:30 参加者受付

リバティタワー１階

②「保有者における電子マネーの会計処理」 村上翔一（明治大学）

12：00‐16:45 会員控室

リバティタワー6 階 1063 教室

司会 佐々木隆志（一橋大学）

12：30-13：30 会員総会

リバティタワー１階 1013 教室

13：30‐14：00 学会賞受賞講演

リバティタワー1 階 1013 教室
工藤栄一郎（西南学院大学）

14：10-16：25 統一論題報告

リバティタワー1 階 1013 教室

論題「資産会計と複式簿記‐財務諸表の表示と勘定科目をめぐって‐」

10：30-11:05

③「会計事象の関係性に基づく複式記入の説明」
竹島貞治（金沢大学）
自由論題報告 2

リバティタワー7 階 1074 教室

司会 橋本武久（京都産業大学）

9：20-10:30

①「『教養としての簿記』の指導教材と指導法の研究」

司会 田代樹彦（名城大学）

海住信行（高田短期大学）

①「商品売買取引における簿記処理の再検討」

②「『民間簿記學』・『小學校用簿記學』における導入教育としての単

中村英敏（中央大学）

平成 29 年 7 月吉日
日本簿記学会第 33 回全国大会準備委員会
準備委員長 田中建二
浅野千鶴
石津寿惠
梅原秀継
大倉 学
大槻晴海
小俣光文
崎 章浩
本所靖博
渡邉雅雄

8 月 26 日（土）
9:00‐12:00 参加者受付
リバティタワー１階
9:10‐12:45 会員控室
リバティタワー6 階 1063 教室

②「予想損失モデルに基づく金融資産の減損処理と複式簿記」
渡邉雅雄（明治大学）
③「新リース会計基準における簿記処理と表示・開示」

式簿記法」
自由論題報告 3
司会 島本克彦（大和大学）

リバティタワー6 階 1065 教室
9：20-10:30

①「立ち上がり当初の簿記の記帳方法と借方貸方の由来」

宗田健一（鹿児島県立短期大学）
④「複式簿記と財務報告の乖離－その意味を求めて－」

中野貴元（全国経理教育協会）

日髙 宏（元・日産ディーゼル工業）
②「商品勘定３分割の意義」 西村昭一郎（龍谷大学）

齊野純子（関西大学）
11：30-13：00 統一論題討論会 リバティタワー１階 1013 教室
16：35-18：05 研究部会報告

リバティタワー1 階 1013 教室

司会 菊谷正人（法政大学）
①簿記理論研究部会「簿記における計算構造の総合的研究」
部会長 上野清貴（中央大学）

座 長 田代樹彦（名城大学）
討論者 中村英敏（中央大学）
渡邉雅雄（明治大学）
宗田健一（鹿児島県立短期大学）
齊野純子（関西大学）

②簿記教育研究部会「高大連携の視点から考える簿記教育」
部会長 加瀬きよ子（東京都立江東商業高等学校）
③簿記実務研究部会「収益会計の現状と課題」
部会長 梅原秀継（明治大学）

13：00-１３：０５ 閉会の辞

