
開示関連コストと経営者の情報開示（上枝）

　　第２回　JARDISワークショップ　プログラム　　

主催校　　　　　　　　　北九州市立大学

第２回　JARDIS Workshop準備委員会

委 員 長　梅澤　俊浩（北九州市立大学）
委　　員　小野慎一郎（大分大学）
　　　　　松本　　守（北九州市立大学）

第２回　JARDIS Workshopプログラム委員会

委 員 長　吉田　　靖（東京経済大学）
副委員長　石川　博行（大阪市立大学）
委　　員　稲葉　喜子（公認会計士）、薄井　　彰（早稲田大学）、梅澤　俊浩（北九州市立大学）、
　　　　　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）、小野慎一郎（大分大学）、坂上　　学（法政大学）、
　　　　　柴　　健次（関西大学）、田口　聡志（同志社大学）、松本　　守（北九州市立大学）
　　　　　山本　達司（大阪大学）
開 催 日　2017年３月18日（土）、19日（日）、20日（月）
開催場所　北九州市立大学　北方キャンパス

・３月18日（土）

　10：00～　　　　受付
　11：00～11：10　開会挨拶
　11：10～15：20　第10回『現代ディスクロージャー研究』カンファレンス
（12：30～14：00　昼食）
　15：30～16：50　実証研究セッション１

・３月19日（日）

　９：40～12：30　実証研究セッション２

（12：30～14：00　昼食）
　14：00～15：20　実験研究セッション
　15：30～16：50　特別講演
　17：00～19：00　懇親会

・３月20日（月）

　９：40～11：00　制度研究セッション
　11：10～12：30　理論研究セッション
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【賛助企業】

・株式会社日本経済新聞社
・日経メディアマーケティング株式会社
・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
・マージェント・ジャパン株式会社

●３月18日（土）

　【第10回『現代ディスクロージャー研究』カンファレンス（院生セッション）】

　司会　奥村　雅史（早稲田大学）
　　　　11：10～12：30　石川　　徹（大阪大学大学院経済学研究科　博士後期課程）
　　　　　　　　　　　　「フェア・ディスクロージャー規制が与える影響の分析」
　昼食　12：30～14：00
　　　　14：00～15：20　高橋　克幸（早稲田大学大学院商学研究科　博士後期課程）
　　　　　　　　　　　　「セグメント利益の管理と株式市場の反応」

　【実証研究セッション１】

　司会　山本　達司（大阪大学）
　　　　15：30～16：50　森脇　敏雄（広島経済大学）
　　　　　　　　　　　　「決算発表の集中化と情報仲介機能」

●３月19日（日）

　【実証研究セッション２】

　司会　山本　達司（大阪大学）
　　　　９：40～11：00　河瀬　宏則（九州産業大学）・太田　浩司（関西大学）
　　　　　　　　　　　　「Offset Repurchases」
　　　　11：10～12：30　壁谷　順之（朝日大学）
　　　　　　　　　　　　「厚生年金基金制度の廃止とその要因分析」
　昼食　12：30～14：00
　　　　「日本経済新聞社のデータベース紹介と研究利用事例」
　　　　「マージェントのデータベース紹介と研究利用事例」
　　　　「ビューロー・ヴァン・ダイクのデータベース紹介と研究利用事例」

　【実験研究セッション】

　　　　14：00～15：20　三輪　一統（神戸大学）
　　　　　　　　　　　　「強制的な情報開示と情報獲得行動： 複占市場実験による検証」



開示関連コストと経営者の情報開示（上枝）

　【特別講演】

　司会　坂上　　学（法政大学）
　　　　15：30～16：50　薄井　　彰（早稲田大学）
　　　　　　　　　　　　「会計制度の経済分析」

懇親会　17：00～19：00

●３月20日（月）

　【制度研究セッション】

　司会　吉田　　靖（東京経済大学）
　　　　９：40～11：00　國見真理子（田園調布学園大学）
　　　　　　　　　　　　「社会福祉法人の内部留保とディスクロージャー」

　【理論研究セッション】

　司会　太田　康広（慶應義塾大学）
　　　　11：10～12：30　村上裕太郎（慶應義塾大学）・椎葉　　淳（大阪大学）
　　　　　　　　　　　　「A Theory of Tax Avoidance and Geographic Segment Disclosure」

　閉会　12：30

　午後　エクスカーション（自由参加）
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日本ディスクロージャー研究学会　第15回研究大会プログラム

主催校　　　　　東北大学
大会準備委員長　木村史彦（東北大学）
大会準備委員会　米谷健司（東北大学）、高橋美穂子（法政大学）、
　　　　　　　　棚橋則子（東北学院大学）
開催日　　　　　2017年６月24日（土）、６月25日（日）
開催場所　　　　東北大学　片平キャンパス

６月24日（土）

　11：00～12：10　自由論題報告（１）
　14：40～16：35　統一論題報告
　17：00～18：00　統一論題討論

６月25日（日）

　９：00～10：55　自由論題報告（２）
　11：20～12：20　学会賞受賞記念講演
　13：10～14：40　特別プロジェクト最終報告

　【賛助企業】
・株式会社アイフィスジャパン
・公益財団法人 経和会記念財団
・株式会社QUICK
・S&P Global Inc.
・株式会社東洋経済新報社
・株式会社ネオステージ
・日経メディアマーケティング株式会社
・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

●６月24日（土）

■【自由論題報告 （１）　オーラルセッション】

第１会場（さくらホール２F会議室A）
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　司会　榎本正博（神戸大学）
　　11：00～11：35　河内山拓磨（一橋大学）・石田　惣平（埼玉大学）
　　　　　　　　　　「経営者能力の測定手法とその改善：ガバナンス要因の観点から」
　　11：35～12：10　竹原　　均（早稲田大学）・井出　真吾（ニッセイ基礎研究所）
　　　　　　　　　　 「コーポレートイノベーションと利益の持続性：純営業資産利益率予測モデルに

基づく分析」
第２会場（さくらホール２F会議室C）
　司会　大鹿智基（早稲田大学）
　　11：00～11：35　古賀裕也（東北学院大学）
　　　　　　　　　　「オペレーティング・リース取引の信用リスク評価の実証分析」
　　11：35～12：10　中島真澄（千葉商科大学）
　　　　　　　　　　 “Does The Fraud Triangle Predict Financial Statement Fraud?: Evidence 

from Japan”
　　12：20～13：10 　昼食　理事会（片平北門会館　セリシィール）
　　13：15～13：45　会員総会（さくらホール２F会議室）

■【2016年度最優秀論文賞受賞記念講演】
13：50～14：30　2016年度最優秀論文賞受賞記念講演（さくらホール２F会議室）
　司会　吉田和生（名古屋市立大学）
　　梅澤俊浩（北九州市立大学）「邦銀と米銀の貸倒引当金は同じなのか？」

■【統一論題報告】14：40～16：35（さくらホール２F会議室）

統一論題　ディスクロージャーのコストとベネフィット
　座長・解題　木村史彦（東北大学）
　　椎葉　淳（大阪大学）
　　　　「21世紀企業に対するディスクロージャー規制のコスト」
　　安藤　聡（オムロン株式会社取締役室社長付
　　　　　　　 〔 前　執行役員常務グローバルIR・コーポレートコミュニケーション本部長〕）
　　　　「オムロンにおける経営情報開示の意義と取り組みについて」
　　加賀谷哲之（一橋大学）
　　　　「会計・開示規制のコスト・ベネフィットに関する実証的考察」
17：00～18：00　統一論題討論（さくらホール２F会議室）
　座長　木村史彦（東北大学）
　　椎葉　淳（大阪大学）　　安藤　聡（オムロン株式会社）　　加賀谷哲之（一橋大学）
18：10～20：00　懇親会（レストラン萩）
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●６月25日（日）

■【自由論題報告（２）　オーラルセッション】９：00～10：55

第１会場（さくらホール２F会議室A）
　司会　吉田　靖（東京経済大学）
　　９：40～10：15　吉田雄司（埼玉学園大学）
　　　　　　　　　　「電力会社における風土と環境会計の情報開示に関する提言」
　　10：15～10：50　越智信仁（尚美学園大学）
　　　　　　　　　　「 ESGに係るリアルオプション価値の統合報告  

─開示インセンティブの制度補完も視野に」
第２会場（さくらホール２F会議室C）
　司会　太田浩司（関西大学）
　　９：00～９：35　根建晶寛（福島大学）
　　　　　　　　　　「予想利益達成パターンと企業の配当政策」
　　９：40～10：15　浅野信博・榎本正博・松中　学（大阪市立大学・神戸大学・名古屋大学）
　　　　　　　　　　「監査等委員会設置会社への移行要因の探索」
　　10：15～10：50　大沼　宏・石黒武秀（東京理科大学・東京理科大学大学院）
　　　　　　　　　　「デリバティブの利用と利益調整行動の関係」

■【自由論題報告（２）　ポスターセッション】

９：00～11：20　 （さくらホール１F）
　井上　修（福岡大学・東北大学大学院）
　　「特別損失と将来利益及び将来キャッシュ・フローの関係」
　榎本芳人（千葉商科大学大学院）
　　「わが国の非営利組織の会計は適切なのか？」

■【日本ディスクロージャー研究学会賞受賞記念講演】
11：20～12：20（さくらホール２F会議室）
　司会　薄井　彰（早稲田大学）
　　弥永真生（筑波大学）
　　　「裁判所による会計基準のエンフォースメント」
12：20～13：10　ランチョン（さくらホール１F　ホール）

■【特別プロジェクト最終報告】
13：10～14：40（さくらホール２F会議室）
　司会　弥永真生（筑波大学）



開示関連コストと経営者の情報開示（上枝）

　主査　八田進二（青山学院大学）
　　　　「ディスクロージャー不正の実態とその防止策―近時のわが国の不正事案を中心として」
14：50～16：50　常任理事会（エクンション教育研究棟　６F　会議室）
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日本ディスクロージャー研究学会　第16回研究大会プログラム

主催校　　　　　　法政大学
大会準備委員長　　神谷健司
大会準備・事務局　川島健司、坂上　学、高橋美穂子、竹口圭輔、
　　　　　　　　　田中優希、中野貴之
開催日　　　　　　2017年12月16日（土）、17日（日）
開催場所　　　　　法政大学　市ヶ谷キャンパス

12月16日（土）

　11：00～12：00　理事会
　12：00～17：00　参加受付
　12：30～13：30　会員総会
　13：30～13：45　役員選挙
　14：00～16：45　統一論題シンポジウム
　17：00～18：00　学会賞受賞記念講演
　18：00～20：00　懇親会

12月17日（日）

　10：00～11：30　自由論題報告（１）
　11：30～12：30　（休憩）
　12：30～13：30　会長講演
　13：45～15：15　自由論題報告（２）

　【賛助企業】
・株式会社アイフィスジャパン
・株式会社QUICK
・S&P Global Inc.
・株式会社東洋経済新報社
・株式会社ネオステージ
・日経メディアマーケティング株式会社
・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
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●12月16日（土）

11：00～12：00　理事会（富士見ゲート４階402教室）
12：00～17：00　参加者受付（富士見ゲート４階ラウンジ）
12：30～13：30　会員総会（富士見ゲート４階403教室）
13：30～13：45　役員選挙（富士見ゲート４階403教室）
13：45～14：00　休　憩

■【統一論題シンポジウム】
14：00～16：45（富士見ゲート４階403教室）
　テーマ「税務行動とディスクロージャー研究のあり方」
　モデレーター：奥田真也氏（名古屋市立大学）
　パネラー：大沼　宏氏（東京理科大学）
　　　　　　阪　智香氏（関西学院大学）
　　　　　　村上裕太郎氏（慶應義塾大学）

休　憩　16：45～17：00

■【学会賞受賞記念講演】
17：00～18：00（富士見ゲート４階403教室）
　司会：吉田和生氏（名古屋市立大学）
　　「配当研究の回顧と展望」
　　　石川博行氏（大阪市立大学）

18：00～20：00　懇親会（富士見ゲート３階「つどひ」）

■【特別企画】
法政大学ニューオレンヂスイングオーケストラによるミニ・コンサート

●12月17日（日）

９：30～15：00　参加者受付（富士見ゲート４階ラウンジ）

■【自由論題報告（１）】10：00～11：30

（報告20分、質疑応答10分）
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■【会場１】富士見ゲート４階401教室

司会：大鹿智基氏（早稲田大学）
　報告①　David Lau氏（University of Auckland）
　　　　　「 The Need for Speed: A New Construct of Management Forecast Revisions in the 

Auditing Context」
　報告②　榎本芳人氏（千葉商科大学）
　　　　　「 Do Managers of Non-Profit Organizations Focus on Information Disclosure as a 

Management Policy?: Evidence from the Survey Research」
　報告③　金鉉玉氏（東京経済大学）
　　　　　「日本企業の財務諸表エラー分析─ベンフォードの法則（Benford’s law）を用いて─」

■【会場２】富士見ゲート４階402教室

司会：海老原崇氏（武蔵大学）
　報告④　森脇敏雄氏（広島経済大学）
　　　　　「会計発生高とアナリストによるキャッシュ・フロー予想の公表」
　報告⑤　太田浩司氏（関西大学）
　　　　　「わが国におけるレピュテーション効果の検証」
　報告⑥　石田惣平氏（埼玉大学）
　　　　　「経営者交代と業績予想」

休　憩（昼　食）
　11：30～12：30

■【会長講演】
12：30-13：30（富士見ゲート４階403教室）
　司　会：奥村雅史氏（早稲田大学）
　　「ディスクロージャーの理論と実証」
　　　薄井　彰氏（早稲田大学）

休　憩　13：30～13：45

■【自由論題報告（２）】13：45-15：15

（報告20分、質疑応答10分）
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■【会場１】富士見ゲート４階401教室

司会：榎本　正博氏（神戸大学）
　報告⑦　張　　姣氏（近畿大学）
　　　　　「経営者能力と業績予想の難しさが業績予想の精度に与える影響」
　報告⑧　山田和宏氏（横浜国立大学）
　　　　　「非支配株主持分に係る会計処理に関して─全部のれんを題材として─」
　報告⑨　大沼宏氏（東京理科大学）・石黒武秀氏（東京理科大学）
　　　　　「自信過剰な経営者と利益調整」

■【会場２】富士見ゲート４階402教室

司会：木村史彦氏（東北大学）
　報告⑩　河瀬宏則氏（九州産業大学）
　　　　　「相対取引需要に基づく割引の公開買付による自社株買い」
　報告⑪　円谷昭一氏（一橋大学）
　　　　　「機関投資家の議決権行使個別結果のデータ分析」
　報告⑫　竹原均氏（早稲田大学）
　　　　　「商標権情報の価値関連性：株価と財務特性にブランドイメージが与える影響」
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　　第３回　JARDISワークショップ　プログラム　　

主催校　　　　　　　　慶應義塾大学

第３回　JARDIS Workshop準備委員会

委 員 長　太田　康広（慶應義塾大学）
委　　員　村上裕太郎（慶應義塾大学）
　　　　　木村　太一（慶應義塾大学）
　　　　　村上　敏也（県立広島大学）
　　　　　黄　　耀偉（東北大学）

第３回　JARDIS Workshopプログラム委員会

委 員 長　石川　博行（大阪市立大学）
副委員長　吉田　　靖（東京経済大学）
委　　員　市原　啓善（小樽商科大学）
　　　　　稲葉　喜子（公認会計士）
　　　　　薄井　　彰（早稲田大学）
　　　　　梅澤　俊浩（北九州市立大学）
　　　　　海老原　崇（武蔵大学）
　　　　　黄　　耀偉（東北大学）
　　　　　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　太一（慶應義塾大学）
　　　　　坂上　　学（法政大学）
　　　　　椎葉　　淳（大阪大学）
　　　　　柴　　健次（関西大学）
　　　　　田口　聡志（同志社大学）
　　　　　村上　敏也（県立広島大学）
　　　　　村上裕太郎（慶應義塾大学）
　　　　　吉田　和生（名古屋市立大学）

　【賛助企業】
・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
・株式会社アイフィスジャパン
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・マージェント・ジャパン株式会社
・株式会社ネオステージ
・株式会社日本経済新聞社
・日経メディアマーケティング株式会社
・株式会社プロネクサス
・株式会社QUICK

●３月２日（金）会場：協生館４階　階段教室１

９：30　受付開始（協生館４階　階段教室１前）
10：00～10：10　開会挨拶

　第３回　JARDIS Workshop準備委員会
　委員長　太田　康広（慶應義塾大学）

■【実証研究１】

司会　木村　史彦（東北大学）
　10：10～11：30　内田 浩一（一橋大学）・野間 幹晴（一橋大学）
　　　　　　　　　“ Slack-building and institutional investors: From the perspective of target 

ratcheting”
　11：40～13：40　データベース協議会
　14：00～16：30　「 社会遺産のディスクロージャー：日吉台地下壕の見学」（http://hiyoshidai-

chikagou.net/）
　17：00～　常任理事会

●３月３日（土）会場：協生館４階　階段教室１

９：10　受付開始（協生館４階　階段教室１前）

■【第11回『現代ディスクロージャー研究』カンファレンス】
司会　奥村　雅史（早稲田大学）
　９：40～11：00　島崎 博志（筑波大学大学院博士後期課程）
　　　　　　　　　「IFRSと日本基準の会計情報の価値関連性」

■【実証研究２】

司会　山本　達司（大阪大学）
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　11：10～12：30　河瀬　宏則（九州産業大学）
　　　　　　　　　“The announcement timing on off-auction repurchase”

　12：30～14：00　ランチセミナー
　　「QUICKのデータベース紹介と研究利用事例」
　　「ビューロー・ヴァン・ダイクのデータベース紹介と研究利用事例」
　　「プロネクサスのデータベース紹介と研究利用事例」

■【理論研究】
司会　松田　康弘（東北大学）
　14：00～15：20　小谷　学（熊本学園大学）
　　　　　　　　　「経営者予想の精度とアナリスト予想のタイミング」

　15：20～15：50　ティータイムセミナー
　　「日経メディアマーケティングのデータベース紹介と研究利用事例」

■【実験研究】
司会　田口 聡志（同志社大学）
　16：00～17：20　村上裕太郎（慶應義塾大学）・三輪一統（神戸大学）
　　　　　　　　　“Contract Rigidity and Timeliness of Accounting Information”
　17：30～19：30　懇親会（HUB 慶應日吉店：協生館１F）

●３月４日（日）会場：協生館５階　エグゼクティブセミナールーム

９：10　受付開始（協生館５階　エグゼクティブセミナールーム前）

■【公会計研究】
司会　太田　康広（慶應義塾大学）
　９：40～11：00　黒木　淳（横浜市立大学）・廣瀬　喜貴（高崎商科大学短期大学部）
　　　　　　　　　「地方公会計における会計情報ニーズに関する実証分析」
　11：00～11：30　ティータイムセミナー
　　　　　　　　　「マージェントのデータベース紹介と研究利用事例」

■【招待講演】
司会　薄井　彰（早稲田大学）
　11：30～13：00　加藤　千雄（大阪経済大学）



開示関連コストと経営者の情報開示（上枝）

　　　　　　　　　“ Management forecasts in Japan: an empirical study of forecasts that are 
effectively mandated” with Douglas J. Skinner and Michio Kunimura, The 
Accounting Review 84(5), 1575-1606, 2009.

　　　　　　　　　“ Is Japan really a “Buy”? The corporate governance, cash holdings, and 
economic performance of Japanese companies” with Meng Li and Douglas J. 
Skinner, Journal of Business Finance and Accounting 44(3-4), 480-523, 2017.

　13：00　閉会
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日本ディスクロージャー研究学会　第17回研究大会プログラム

主催校　　　　　横浜市立大学
大会準備委員長　中條　祐介
準備委員　　　　黒木　淳
開催日　　　　　2018年５月19日（土）
開催場所　　　　横浜市立大学　金沢八景キャンパス

５月19日（土）

　９：30～17：00　　参加受付
　11：30～12：20　　理事会
　12：20～13：10　　会員総会
　14：30～16：00　　統一論題シンポジウム
　16：10～16：50　　最優秀論文賞受賞記念講演
　18：00～20：00　　懇親会

　【賛助企業】
・株式会社アイフィスジャパン
・株式会社QUICK
・株式会社東洋経済新報社
・株式会社ネオステージ
・日経メディアマーケティング株式会社
・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

●５月19日（土）

９：30～17：00　参加者受付（YCUスクエア１階 ピオニーホール前）

■【自由論題報告】10：00-11：30
（報告20分、質疑応答10分）

■【会場１】YCUスクエア　201教室

＜会計ディスクロージャーに関する実証研究＞
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司会：石川博行氏（大阪市立大学）
　報告①　山田哲弘氏（中央大学）
　　　　　「企業の地理的分布が連結企業内の実体的利益調整に与える影響」
　報告②　野間幹晴氏（一橋大学）
　　　　　「退職給付に係る負債が社外取締役の導入に与える影響」
　報告③　海老原崇氏（武蔵大学）・赤塚尚之氏（滋賀大学）
　　　　　「地方銀行単体の業績指標の価値関連性」

■【会場２】YCUスクエア　202教室

＜会計ディスクロージャーと会計情報システム＞

司会：奥田真也氏（名古屋市立大学）
　報告①　金奕群氏（早稲田大学大学院）
　　　　　「 有価証券報告書における定性情報の固定化 ～XBRL データによる『対処すべき　課題』

と『事業等のリスク』に関する測定～」
　報告②　高市幸男氏（日本薬科大学）
　　　　　「非上場及び中小企業の情報開示方法（システム）に関する一考察」
　報告③　 松山将之氏（日本政策投資銀行）・竹村光広氏（有限責任監査法人トーマツ）・  

小河孝之氏（有限責任あずさ監査法人）・下山益里佳氏（有限責任監査法人トーマツ）
　　　　　「 日本のIFRS任意適用企業における企業行動についての考察～情報利用の観点から、「有価

証券」「退職給付会計」「のれん」に注目して～」

休　憩（昼　食）　11：30～12：20
会員総会（YCU スクエア 204教室）　12：20～13：10

■【特別プロジェクト最終報告】13：20-14：00

■【会場１】YCU スクエア 201教室

司会：亀川雅人氏（立教大学）
主査：中島真澄氏（千葉商科大学）
　　　「法廷会計学の創成‐会計不正理論と実務教育との融合」

■【会場２】YCU スクエア 204教室

司会：木村史彦氏（東北大学）
主査：梅澤俊浩氏（北九州市立大学）
　　　「銀行業と銀行・企業間関係の会計制度と実証」
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Coffee Break　14：00～14：30

■【統一論題シンポジウム】
14：30～16：00（YCU スクエア 204教室）
　テーマ　「ガバナンスがディスクロージャーに与える影響」
　司会・パネラー：円谷昭一氏（一橋大学）
　パネラー：　　　岩崎拓也氏（関西大学）
　　　　　　　　　染谷浩史氏（金融庁総務企画局企業開示課）

休 憩　16：00～16：10

■【最優秀論文賞受賞記念講演】
16：10～16：50（YCU スクエア204教室）
　司会：太田康広氏（慶應義塾大学）
　　「新規参入企業に対するプレアナウンスメントの戦略的効果」
　　　三輪一統氏（神戸大学）・椎葉淳氏（大阪大学）

休 憩　16：50～17：00

■【統一論題・ディスカッション】
17：00～17：50（YCU スクエア 204教室）
　テーマ「ガバナンスがディスクロージャーに与える影響」
　　司会・パネラー：円谷昭一氏（一橋大学）
　　パネラー：　　　岩崎拓也氏（関西大学）
　　　　　　　　　　染谷浩史氏（金融庁総務企画局企業開示課）

18：00～20：00　懇親会（YCU スクエア ピオニーホール）
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　　第４回　JARDISワークショップ　プログラム　　

主催校　　　　　　　　小樽商科大学
第４回　JARDIS Workshop準備委員会

　委 員 長　市原　啓善（小樽商科大学）

第４回　JARDIS Workshopプログラム委員会

　委 員 長　木村　史彦（東北大学）
　副委員長　石川　博行（大阪市立大学）（現代ディスクロージャー研究編集委員長）
　委　　員　市原　啓善（小樽商科大学）
　委　　員　山本　達司（同志社大学）
　委　　員　吉田　和生（名古屋市立大学）

　【賛助企業】
・株式会社アイフィスジャパン
・マージェント・ジャパン株式会社
・株式会社ネオステージ
・日経メディアマーケティング株式会社
・株式会社QUICK

●８月20日（月）会場：３号館（講義棟）２階210講義室

13：00　受付開始（３号館（講義棟）２階210講義室前）
13：30～13：40　開会挨拶
　　　　　　　　第４回　JARDIS Workshop準備委員会委員長　市原　啓善（小樽商科大学）

　【研究報告１】

　司会　山本　達司（同志社大学）
　　　　13：40～15：00　稲村　由美（新潟大学）
　　　　　　　　　　　　「財務制限条項に係るモニタリングと経営者の実体的裁量行動」

　【研究報告２】

　司会　吉田　和生（名古屋市立大学）
　　　　15：30～16：50　木村　史彦（東北大学）
　　　　　　　　　　　　「日本版不動産投資信託における配当ベースの利益マネジメント」
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●８月21日（火）会場：３号館（講義棟）２階210講義室

９：30　受付開始　３号館（講義棟）２階210講義室前

　【研究報告３】

　司会　榎本　正博（神戸大学）
　　　　10：00～11：20　石田　惣平（埼玉大学）・蜂谷　豊彦（一橋大学）
　　　　　　　　　　　　「経営者交代と業績予想情報」

　【ランチセミナー】

　司会　乙政　正太（関西大学）
　　　　11：30～12：00　日経メディアマーケティング株式会社
　　　　　　　　　　　　「日経メディアマーケティングのデータベース紹介と研究利用事例」
　　　　12：00～12：30　マージェント・ジャパン株式会社
　　　　　　　　　　　　「ESGレーティングとESGレーティングを活用した指数に関して」

　【研究報告４】

　司会　乙政　正太（関西大学）
　　　　12：40～14：00　井上　謙仁（大阪市立大学）
　　　　　　　　　　　　「IFRS適用が企業買収に与える影響」

　【セミナー１】

　司会　薄井　彰（早稲田大学）
　　　　14：10～15：30　椎葉　淳（大阪大学）
　　　　　　　　　　　　「会計情報に基づく現在価値関係に関する研究について」

　【セミナー２】

　司会　木村　史彦（東北大学）
　　　　16：00～17：20　太田　浩司（関西大学）
　　　　　　　　　　　　「実証研究における交差項を含むモデルの考察」

　懇親会（事前申込）
　　18：00～20：00　「寿司・和食 おたる大和家 本店」（小樽市稲穂3-4-11）
　　　　　　　　　　http://otaru-yamatoya.com/honten.html

●８月22日（水）会場：３号館（講義棟）２階210講義室

８：30　受付開始（３号館（講義棟）２階210講義室前）
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　【セミナー３】

　司会　吉田　靖（東京経済大学）
　　　　９：00～10：10　坂上　学（法政大学）
　　　　　　　　　　　　「FinTechのコア技術ブロックチェーンの会計的理解」

　【研究報告５】

　司会　岩崎　拓也（関西大学）
　　　　10：20～11：40　柳田　具孝（北海道大学大学院経済学研究科博士後期課程）
　　　　　　　　　　　　「ファミリー企業における経営者交代の決定要因」

　【社会遺産のディスクロージャー】（事前申込）

　12：00～　「ニッカウヰスキー北海道工場余市蒸溜所見学（近代化産業遺産・北海道遺産）」




