
《大会への参加方法》 

■ 参加申込みについて 

  大会への参加をご希望の方は、11月4日（金）までに下記の【申

込先】よりお申し込みください。期日までにお申し込みいただいた

方には、受付にて名札をお渡しします。期日後にお申し込みの場合

は、受付の際に名刺をご用意ください。 

 【申込先】中小企業会計学会第10回全国大会 

大会参加申込フォーム 

https://forms.gle/2y2uPTVBRvTLN9Zb7 

※ 学会WEB サイトのリンクもご利用ください。 

■ 大会参加費の支払いについて 

  大会参加費は下表のとおりです。11月4日（金）午後3時までに

下記の【振込先】へお振り込みください。なお、振込みの際は氏名

を先に入力してください。また、誠に恐れ入りますが、振込手数料

は各自でご負担をお願いいたします。加えて、大会不参加による返

金には応じかねますのでご了承ください。 

 正会員 院生会員 賛助会員 非会員 
大会参加費 
（事前振込） 

4,000円 2,000円 
4,000円 

（2人目〜） 
5,000円 

大会参加費 
（当日支払） 

5,000円 3,000円 
5,000円 

（2人目〜） 
6,000円 

 【振込先】三井住友銀行 神田支店（店番号 219） 

普通預金 1120116  本橋正美（モトハシ マサミ） 

 

《連絡事項》 

■ 認定研修について 

  本大会の課題研究委員会報告、基調講演、統一論題報告・討論は、

東京税理士会の認定研修となっています。また、日本公認会計士協

会にCPE 認定申請中です。なお、出席確認は、当日、認定研修受付

で行います。 

■ ウィルス感染防止について 

  体調不良や入館時の体温測定にて発熱が認められる場合は入館を

ご遠慮ください。館内では常にマスクを着用し、手指消毒液でこま

めに消毒を行なってください。 

■ 昼食について 

  大会期間中の昼食は、駿河台キャンパス周辺の飲食店やコンビニ

エンスストアをご利用ください。 

■ 領収書について 

  領収証は、大会参加申込みの入力フォームにて発行のご希望をお

伺いします。領収証の発行を申し込まれた方は、受付にてお受け取

りください。 

《明治大学グローバルフロントへのアクセス》 

 

明治大学 駿河台キャンパスへのアクセス 

■ JR中央線・総武線／御茶ノ水駅（JC03・JB18）下車、徒歩約3分 

■ 東京メトロ丸ノ内線／御茶ノ水駅（M20）下車、徒歩約3分 

■ 東京メトロ千代田線／新御茶ノ水駅（C12）下車、徒歩約5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

（I10・S06・Z07）下車、徒歩約5分 

 

【お問い合わせ先】 

中小企業会計学会第10回全国大会準備委員会 

    〒101-8301 東京都千代田区神田駿河台1－1 

       明治大学駿河台キャンパス研究棟613号室 

    本橋 正美 研究室（Email：jaasme2022@gmail.com） 
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統一論題 

「中小企業管理会計の基本問題」 
 

 
 

 

明治大学 駿河台キャンパス 

グローバルフロント 

 



ご 挨 拶 

会員各位 

謹啓 会員の皆様におかれましては、益々ご健勝のこととお慶び申し

上げます。 

 さてこの度、中小企業会計学会第 10 回全国大会を、11 月 12 日

（土）・11月13日（日）の2日間にわたり、明治大学駿河台キャンパ

スで対面形式にて開催させていただくことになりました。学会創設

10周年となります第 10 回大会を明治大学にて開催させていただきま

すこと、大変光栄なことと存じております。河﨑照行会長をはじめ、

学会役員および学会員の皆様に厚く御礼申し上げます。 

 今回の統一論題のテーマは「中小企業管理会計の基本問題」です。

座長を務めます本橋正美の解題を皮切りに、第 1 報告が川島和浩氏

「中小企業におけるSDGs経営の課題と展望」、第2報告が大串葉子氏

「海外事業プロジェクトの事業計画と事後監査」、第 3 報告が林總氏

「中小企業の経営改革と管理会計システム：事例研究」で各登壇者か

ら報告をいただき、その後、討論を行います。課題研究委員会報告は、

椛田龍三氏の司会のもとで、中間報告は委員長 越智信仁氏「中小企

業財務報告の透明性改善に向けた多面的研究」、最終報告は委員長 

平賀正剛氏「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」です。基調講演は、三井物産株式会社専務執行

役員、株式会社三井物産戦略研究所代表取締役社長の北川慎介氏「中

小企業会計を、何故検討したのか」で、司会を古川忠彦氏に務めてい

ただきます。大会第1日目の自由論題報告では、6組の方々にご報告

いただきます。司会は自由論題（１）を宮地晃輔氏、自由論題（２）

を水野一郎氏に務めていただきます。 

 なお当初、大会第1日目の夕刻に懇親会を予定しておりましたが、

限られたスペースでの大人数による懇親会は、未だに多くの感染者数

が報告されている現状では、開催することが困難であると判断いたし

ました。誠に残念ですが、懇親会を開催しないことにご理解いただけ

れば幸いです。新型コロナウイルスの感染状況が続く中でございます

が、大会準備委員会一同、会員の皆様の安心・安全に細心の注意を払

いながら万全の準備を進めて参る所存です。 

 末筆ではございますが、多くの会員の皆様のご参加を賜りますよう

何卒よろしくお願い申し上げます。             謹白 

  

2022年10月吉日 

 

中小企業会計学会 第10回全国大会準備委員会 

委員長 本橋 正美（明治大学） 

委 員 大槻 晴海（明治大学） 小田 康治（明治大学） 

    金子 友裕（東洋大学） 中島 洋行（明星大学） 

    長野 史麻（明治大学） 

 

《大会プログラム》 

大会１日目  11月12日（土） 

10：00～12：00 

理 事 会                                 〈研究棟4階 第1会議室〉 

12：00～15：30 

参加者受付                          〈グローバルフロント1階 ロビー〉 

12：00～17：30 

会員控室              〈グローバルフロント3・4 階 403H・J・L, 404B・C〉 

13：00～15：10（報告時間25分、質疑10分） 

自由論題報告⑴                     〈グローバルフロント2階 4021〉 

 司 会 宮地 晃輔 氏（長崎県立大学） 

 第1報告 13：00～13：35 

  加納 慶太 氏（県立広島大学） 

  「中小企業におけるクラウド会計導入プロセスの事例研究」 

 第2報告 13：45～14：20 

 内藤 周子 氏（弘前大学） 

  「デジタル技術を活用する中小企業におけるクラウド会計の活用」 

 第3報告 14：30～15：05 

 石垣 美佳 氏（静岡産業大学） 

  「中小企業の経営力強化のための企業会計の必要性とその課題」 

15：20～17：30（報告時間25分、質疑10分） 

自由論題報告⑵                     〈グローバルフロント2階 4021〉 

 司 会 水野 一郎 氏（関西大学）  

 第1報告 15：20～15：55 

  岸保 宏 氏（株式会社マスタード・シード22） 

 「飲食業会計の考察：会計過程から見えてくるもの」 

 第2報告 16：05～16：40 

  我妻 芳徳 氏（山形県立霞城学園高等学校） 

  「中小製造企業におけるキャッシュ・フロー会計情報のあり方を考え

る：Ｉ社の『キャッシュ・フロー計画表』の作成と活用事例を手掛

かりに」 

 第3報告 16：50～17：25 

  君島 美葵子 氏（横浜国立大学） 

 宗田 健一 氏（鹿児島県立短期大学） 

  「中小企業における管理会計導入要因の分析：老舗企業の事例をもと

に」 

 

 

大会２日目  11月13日（日） 

9：00～15：40 

参加者受付                          〈グローバルフロント1階 ロビー〉 

9：00～17：00 

会員控室                             〈グローバルフロント2階 4021〉 

9：30～10：40 

課題研究委員会報告     〈グローバルフロント1階 グローバルホール〉 

 司 会 椛田 龍三 氏（専修大学） 

 中間報告  9：30～10：00（報告時間25分、質疑5分） 

  委員長 越智 信仁 氏（関東学院大学） 

  「中小企業財務報告の透明性改善に向けた多面的研究」 

 最終報告 10：05～10：40（報告時間30分、質疑5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」 

10：50～11：40 

基調講演                  〈グローバルフロント1階 グローバルホール〉 

「中小企業会計を、何故検討したのか」 

講演者 北川 慎介 氏（三井物産株式会社、元中小企業庁長官） 

司 会 古川 忠彦 氏（アルパーコンサルティング株式会社、経営士） 

12：40～13：30 

会員総会                  〈グローバルフロント1階 グローバルホール〉 

13：40～15：20（解題10分、報告時間各30分) 

統一論題報告             〈グローバルフロント1階 グローバルホール〉 

「中小企業管理会計の基本問題」 

 座 長 本橋 正美 氏（明治大学） 

 第1報告 川島 和浩 氏 （東北工業大学） 

 「中小企業におけるSDGs経営の課題と展望」 

 第2報告 大串 葉子 氏 （椙山女学園大学） 

 「海外事業プロジェクトの事業計画と事後監査」 

 第3報告  林  總  氏 （公認会計士・税理士） 

 「中小企業の経営改革と管理会計システム：事例研究」 

15：30～17：00 

統一論題討論             〈グローバルフロント1階 グローバルホール〉 

「中小企業管理会計の基本問題」 

 座 長 本橋 正美 氏 

 討論者 川島 和浩 氏  大串 葉子 氏  林 總 氏 


