
ご挨拶

謹啓 会員の皆様にはますますご清祥のこととお慶び申

し上げます。

さてこの度、令和３年９月１７日（金）～１９日（日）に中

小企業会計学会第９回全国大会を愛知学院大学名城

公園キャンパスにおきまして開催致します。

時代が令和に移行し、約２年半が経ちました。明るい光

を期待した令和の世は、コロナ禍に出鼻をくじかれました。

暗い世相は、中小企業にも深い影を落としています。

日本の中小企業が栄え、そこで働く人々やその家族が、

物心ともに豊かに暮らすために、会計はどのように役立ち

うるのか―中小企業会計の研究に携わる者として、この

ことを今こそ考えずにはいられません。

そのような思いを背景に、今大会の統一論題は「幸せの

ための中小企業会計」といたしました。工藤栄一郎氏（西

南学院大学）の司会のもと、和田博志氏（近畿大学）、水

野一郎氏（関西大学）、大山修氏（公認会計士）の３名よ

りご報告いただきます。

また、統一論題報告に先立つ基調講演では、中小企業

庁事業環境部長・飯田健太氏をお招きし、坂本孝司氏

（愛知工業大学・税理士）を司会に、「最新の中小企業

政策」についてご講演いただきます。

人の世の幸せに資する中小企業会計のあり方を、皆様

と幅広に論議できれば幸いです。同時に本大会が学会

の「日常」を取り戻す契機となることを祈念しつつ、準備

委員一同、皆様のご参加を心よりお待ち申し上げており

ます。 敬具
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会場へのアクセス

愛知学院大学名城公園キャンパス
キャッスル・ホール

（地下鉄名城線２番出口にもっとも近い校舎です）

地下鉄名城公園駅２番出口
徒歩１分でキャッスル・ホール

名城公園キャンパスへのアクセス

【名古屋駅（JR、名鉄、近鉄）から】

地下鉄桜通線乗車、久屋大通駅（5分）、または地下鉄東山

線乗車、栄駅（5分）で地下鉄名城線に乗り換え、名城公園

駅（3分）下車、２番出口徒歩1分

【中部国際空港から】

名鉄電車に乗車、金山駅（特急31分、ミュースカイ24分）で

地下鉄名城線に乗り換え、名城公園駅（14分）下車、２番出

口徒歩1分

【名古屋空港から】

名古屋空港直行バス乗車、栄（約20分）下車後、地下鉄名

城線に乗り換え、名城公園駅（4分）下車、２番出口徒歩1分

認定研修について

東海税理士会、名古屋税理士会、日本公認会計士協会に

基調講演、統一論題報告、統一論題討論を認定研修として

申請中です。結果は学会ウェブサイトでお知らせ致します。な

お、ＴＫＣ全国会54時間生涯研修への算入は承認済みです。
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開催形式につきまして

本大会は対面開催を基本としておりますが、状況によ

りましては、遠隔形式の開催に変更を余儀なくされる場

合も視野に入れ、準備を進めております。詳細は同封の

「開催形式変更の可能性について」をご覧下さい。



第９回大会プログラム

９・１７（金）

15時30 分～ 17時30分

理 事 会 （キャッスルホール 1104）

初 日：９・１８（土）

12時00分 ～ 17時00分

参加者受付 （キャッスルホール3階）

13時00分 ～ 13時45分

会 員 総 会 （キャッスルホール1302）

14時00分 ～ 15時00分

基 調 講 演
司 会 坂本 孝司 氏（愛知工業大学・税理士）

講演者 飯田 健太 氏（中小企業庁事業環境部長）

テーマ 「最新の中小企業政策」

（キャッスルホール1302）

15時30分 ～ 17時10分

統一論題報告
「幸せのための中小企業会計」

司 会 工藤 栄一郎 氏 （西南学院大学）

（1）「幸せのための分配志向的損益計算」

和田 博志 氏（近畿大学）

（2）「中小企業管理会計と分配の多様性」

水野 一郎 氏（関西大学）

（3）「中小企業の事業承継型M&A、その期待される
効果と課題について」

大山 修 氏（公認会計士）

（キャッスルホール1302）

17時30分 ～ 18時30分

懇親イベント 名古屋の夕景を楽しむ会

※粗品をご用意しておりますので是非ご参加ください。

（アガルスタワー１０階 アガルスホール）

二日目：９・１９（日）

10時00分 ～ 11時40分

自由論題報告

第一会場（キャッスルホール1303）

10時00分 ～ 11時00分

司 会 坂上 学 氏（法政大学）

（1）「現行会社法における中小会社会計の目的の変化
—中小会社の機関設計との関連で—」

星野 有理子 氏（近畿大学大学院博士後期課程）

（2）「ブロックチェーン技術を用いた会計帳簿の正規の
簿記の発展性」

高砂 昭宏 氏（税理士）

休憩 11時00分 ～ １１時１０分

１１時10分 ～ 11時４０分

（3） 「日本の中小企業におけるクラウド会計導入に関
する意識調査」

菅原 智 氏（関西学院大学）
加納 慶太 氏（県立広島大学）

第ニ会場（キャッスルホール1304）

10時00分 ～ 11時00分

司 会 飯島 康道 氏（愛知学院大学）

（1）「中小企業における設備投資マネジメント・プロセ
ス―非財務指標および財務業績に与える影響に関
する経験的検証―」

牧野 功樹 氏（釧路短期大学）

（2）「新型コロナ支援融資を受けた中小企業のデフォ
ルトリスクに関する一考察―阪神・淡路大震災とコ
ロナ禍における信用保証協会の対応を中心に―」

櫛部 幸子 氏（鹿児島国際大学）
宗田 健一 氏（鹿児島県立短期大学）

休憩 11時00分 ～ １１時１０分

１１時10分 ～ 11時４０分

（3）「中小企業監査制度の再考察―会計調査人制度
の研究を中心として―」

宮下 仁志 氏（税理士）

参加申し込み

参加を希望される方は、下記の参加申込用メールアド

レスに「第９回大会参加申込」の件名で、本文に①ご氏

名、②ご所属、③連絡用メールアドレス、④会員・非会員

の種別、⑤税理士会研修またはCPE研修の別、をご入力

いただき、８月２５日（水）までに送信下さい。メールの受

信をもって受付とさせていただきます。

JAAforSMEs9@gmail.com

参加費（会 員） ３，０００円

（非会員） 5，000円（事前振込２，０００円）

受取人：平賀 正剛（ひらが まさたか）

記号：12090 番号：15845341

参加費は当日受付にてお支払い下さい。非会員の方は

恐れ入りますが、８月２５日までに、下記ゆうちょ銀行口

座に、窓口備付けの払込用紙にて２,０００円をお振込み

いただき、残額を当日受付にてお支払い下さい。

なお、参加取り消しによる返金はご容赦下さいますよう

お願い致します。

14時40分 ～ 16時10分

統一論題討論
「幸せのための中小企業会計」

司 会 工藤 栄一郎 氏（西南学院大学）

討論者 和田 博志 氏、水野 一郎 氏、大山 修 氏

（キャッスルホール1302）

13時00分 ～ 14時25分

課題研究委員会報告
司 会 浦崎 直浩 氏（近畿大学）

（1）中間報告（13時00分 ～ 13時30分）

委員長 平賀 正剛 氏（愛知学院大学）

「日本の中小企業会計の基礎概念に関する研究
―文化的視座からのアプローチ―」

（2）最終報告（13時40分 ～ 14時20分）

委員長 成川 正晃 氏（東京経済大学）

「中小企業事業継承における課題と展望
―中小企業会計の視点から―」

（キャッスルホール1302）


