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「財務会計研究」講義および演習 必須参考文献等 

 

（財務会計全般） 

伊藤邦雄 [2018]『新・現代会計入門』（第 3版）日本経済新聞出版社。 

桜井久勝 [2019] 『財務会計講義』（第 20版）中央経済社。 

 

（会計理論および会計制度全般） 

 

体系現代会計学シリーズ 

安藤英義・田中建二・古賀智敏編 [2011]『企業会計と法制度』（体系現代会計学）中央経済

社。 

大塚宗春・黒川行治編 [2012]『政府と非営利組織の会計』（体系現代会計学）中央経済社。 

北村敬子・新田忠誓・柴 健次編 [2012] 『企業会計の計算構造』（体系現代会計学）

中央経済社。 

斎藤静樹・徳賀芳弘編 [2011]『企業会計の基礎概念』（体系現代会計学）中央経済社。 

千葉準一・中野常男編 [2012]『会計と会計学の歴史』（体系現代会計学）中央経済社。 

広瀬義州・藤井秀樹編 [2012]『財務報告のフロンティア』（体系現代会計学）中央経済社。 

大日方隆編 [2012]『会計基準研究の原点』中央経済社。 

斎藤静樹 [2013]『会計基準の研究（増補版）』中央経済社。 

 

飯野利夫・矢澤富太郎監修 [1996]『現代会計理論と会計実践』税務経理協会。 

伊藤邦雄 [1996]『会計制度のダイナミズム』岩波書店。 

伊藤邦雄 [2012]『企業会計のダイナミズム』中央出版社。 

現代会計研究会編 [2002]『現代会計研究』白桃書房。 

黒沢清総編・山桝忠恕責任編集 [1980]『体系近代会計学Ⅰ』（会計学基礎理論）中央経済社。 

黒沢清総編・飯野利夫責任編集 [1980]『体系近代会計学Ⅱ』（財務会計論）中央経済社。 

黒沢清総編・井尻雄士責任編集 [1980]『体系近代会計学Ⅲ』（会計測定の理論）中央経済社。 

黒沢清総編・小島男佐夫責任編集 [1980]『体系近代会計学Ⅳ』（会計史および会計学史）中央経

済社。 

黒沢清総編・中島省吾責任編集 [1980]『体系近代会計学Ⅹ』（国際会計基準）中央経済社。 

斎藤静樹 [1994]『企業会計における資産評価基準』第一法規出版。 

斎藤静樹編 [2002]『会計基準の基礎概念』中央経済社。 

藤井秀樹 [1997]『現代企業会計論―会計観の転換と取得原価主義会計の可能性』森山書店。 

藤井秀樹 [2007]『制度変化の会計学』中央経済社。 

山桝忠恕 [1984]『会計学原理の研究』中央経済社。 

 

（会計基準） 

日本公認会計士協会・企業会計基準委員会編『会計監査六法』（2019年版）日本公認会計士協会。 

FASB [2018] FASB Codification - Four Volumes. FASB. 

IASB [2018] International Financial Reporting Standards. IASB.（企業会計基準委員会訳 

[2018]『IFRS○R基準』中央経済社。） 
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企業会計基準委員会HP. http://www.asb.or.jp/. 

国際会計基準委員会HP. http://www.iasb.org/Home.htm. 

財務会計基準審議会HP. http://www.fasb.org/. 

 

（会計基準解説） 

伊藤邦雄責任編集・伊藤邦雄・徳賀芳弘・中野誠 [2004]『年金会計とストック・オプション』中

央経済社。 

伊藤邦雄責任編集・伊藤邦雄・中條祐介 [2004]『連結会計とグループ経営』中央経済社。 

伊藤邦雄責任編集・桜井久勝・百合草裕康・蜂谷豊彦 [2004]『キャッシュ・フローと企業評価』

中央経済社。 

伊藤邦雄責任編集・田中建二・弥永真生・米山正樹 [2004]『時価会計と減損』中央経済社。 

河﨑照行他 [2014]『財務会計論Ⅰ』（基本論点編）（第 2版）中央経済社 

河﨑照行他 [2014]『財務会計論Ⅱ』（応用論点編）（第 2版）中央経済社 

財務会計基準機構監・企業会計基準委員会編 [2009]『企業会計基準完全詳解』税務経理協会。 

田中弘・岡村勝義・田代樹彦・真鍋明裕・朴恩芝 [2008]『わしづかみシリーズ 新会計基準を学

ぶ』第 1巻. 税務経理協会。 

田中弘・戸田龍介・小西範幸・照屋行雄・真鍋明裕 [2008]『わしづかみシリーズ 新会計基準を

学ぶ』第 2巻. 税務経理協会。 

田中弘・照屋行雄・田代樹彦・朴恩芝 [2008]『わしづかみシリーズ 新会計基準を学ぶ』第 3巻. 

税務経理協会。 

田中弘・戸田龍介・小西範幸・宮川昭義 [2011]『わしづかみシリーズ 新会計基準を学ぶ』第 4

巻. 税務経理協会。 

トーマツ会計セレクション [2011]『金融商品会計』清文社。 

トーマツ会計セレクション [2011]『外貨建取引会計』清文社。 

トーマツ会計セレクション [2011]『決算開示』清文社。 

トーマツ会計セレクション [2011]『固定資産会計』清文社。 

トーマツ会計セレクション [2011]『収益認識』清文社。 

トーマツ会計セレクション [2011]『純資産会計』清文社。 

トーマツ会計セレクション [2011]『退職給付会計』清文社。 

トーマツ会計セレクション [2011]『リース取引会計』清文社。 

トーマツ会計セレクション [2011]『連結会計』清文社。 

トーマツ会計セレクション [2012]『税効果会計』清文社。 

トーマツ会計セレクション [2014]『M&A・再編会計』清文社。 

 

（国際会計基準・アメリカ会計基準解説） 

あずさ監査法人編 [2016]『図解＆徹底分析 IFRS「新リース基準』中央経済社。 

あずさ監査法人編 [2018]『図解＆徹底分析 IFRS「新収益認識』中央経済社。 

 

http://www.asb.or.jp/
http://www.asb.or.jp/
http://www.iasb.org/Home.htm
http://www.iasb.org/Home.htm
http://www.fasb.org/
http://www.fasb.org/
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あずさ監査法人 IFRS本部 [2009]『ケース・スタディーIFRSの収益認識』中央経済社。 

あずさ監査法人 IFRS本部 [2011]『ケース・スタディーIFRSの金融商品会計』中央経済社。 

あずさ監査法人 IFRS本部 [2011]『ケース・スタディーIFRSの固定資産会計』中央経済社。 

あずさ監査法人 IFRS本部 [2012]『ケース・スタディーIFRSの企業結合会計』中央経済社。 

あずさ監査法人編 [2016]『詳細解説 IFRS実務適用ガイドブック』（第 2版）中央経済社。 

新日本有限責任監査法人編 [2016]『完全比較国際会計基準と日本基準』清文社。 

長谷川茂男[2015]『IFRS企業結合会計の実務』中央経済社。 

長谷川茂男編 [2018]『米国会計基準の実務』（第 10版）中央経済社。 

PwCあらた有限責任監査法人編 [2017]『アメリカの会計原則』（第 2版）中央経済社。 

 

（国際会計） 

秋葉賢一 [2018]『エッセンシャル IFRS』（第 6版）中央経済社。 

杉本徳栄 [2017]『国際会計の実像』同文舘出版。 

菊谷正人編 [2010]『IFRS/IAS 徹底解説』税務経理協会。 

杉本徳栄監修・仰星監査法人編 [2010]『ケーススタディでみる IFRS』金融財政事情研究会。 

田中 弘・藤田晶子・戸田龍介・向伊知郎・篠原 淳・田口聡志 [2016]『わしづかみシリーズ国

際会計基準を学ぶ』（第 2版）税務経理協会。 

橋本 尚・山田善隆 [2018]『IFRS会計学（基本テキスト）』（第 5版）中央経済社。 

橋本 尚・山田善隆 [2017]『IFRS会計学（実践テキスト）』（第 5版）中央経済社。 

向伊知郎[2019]『ベーシック国際会計』中央経済社。 

森川八洲男[2015]『国際会計論』白桃書房。 

 

（概念フレームワーク） 

安藤英義編 [1996『会計フレームワークと会計基準』中央経済社。 

企業財務制度研究会・概念フレームワークに関する研究委員会 [2001]『概念フレームワークに関

する調査』企業財務制度研究会。 

企業財務制度研究会訳 [2001]『財務会計の概念および基準のフレームワーク』企業財務制度研究

会。 

斎藤静樹編 [2008]『討議資料 財務会計の概念フレームワーク』（第 2版）中央経済社。 

津守常弘 [2002]『会計基準形成の論理』森山書店。 

津守常弘監訳 [1997]『FASB財務会計の概念フレームワーク』中央経済社。 

平松一夫・広瀬義州訳 [2002]『FASB財務会計の諸概念』（増補版）中央経済社。 

Nissim, D. and S. Penman [2008] Principles for the Applications of Fair Value Accounting. 

Columbia Business School. （角ケ谷典幸・赤城諭士訳 [2012]『公正価値会計のフレームワ

ーク』中央経済社。） 

 

（連結会計・企業結合会計） 

稲垣冨士男 [1967]『連結財務諸表論』中央経済社。 

小栗崇資 [2002]『アメリカ連結会計生成史論』日本経済評論社。 

兼子春三 [1969]『連結財務諸表制度論』国元書房。 
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川本 淳 [2002]『連結会計基準論』森山書店。 

関西学院大学会計学研究室編 [1993]『連結会計基準の国際比較』中央経済社。 

企業財務制度研究会・連結財務情報開示制度研究懇談会 [1993] 『連結財務諸表制度をめぐる論

点』企業財務制度研究会。 

企業財務制度研究会・米国財務会計基準（連結会計）研究委員会 [1995]『連結会計をめぐる米国

財務会計基準の動向』企業財務制度研究会。 

企業財務制度研究会・米国財務会計基準（合併・分割）研究委員会 [1999]『合併会計をめぐる米

国財務会計基準の動向』企業財務制度研究会。 

企業財務制度研究会・企業結合会計研究委員会 [1999]『企業結合会計をめぐる論点（Ⅰ・Ⅱ）』

企業財務制度研究会。 

黒川行治 [1998]『連結会計』新世社。 

斎藤静樹編 [2004]『逐条解説 企業結合会計基準』中央経済社。 

醍醐 聰 [1995]『連結会計』同文舘出版。 

高須教夫 [1996]『連結会計論』森山書店。 

武田安弘 [1982]『企業結合会計の研究』白桃書房。 

武田隆二 [1977]『連結財務諸表』国元書房。 

中央青山監査法人研究センター [2004]『企業結合会計基準ガイドブック』中央経済社。 

向伊知郎 [2003]『連結財務諸表の比較可能性』中央経済社。 

山地範明 [2000]『連結会計の生成と発展』（増補改訂版）中央経済社。 

山地範明 [2017]『エッセンシャル連結会計』中央経済社。 

 

（金融商品および時価・公正価値会計） 

石川純治 [2002]『時価会計の基本問題』中央経済社。 

石川鉄郎 [1992]『時価主義会計論』中央経済社。 

上野清貴 [2005]『公正価値会計と評価・測定』中央経済社。 

上野清貴 [2006]『公正価値会計の構想』中央経済社。 

浦崎直浩 [2002]『公正価値会計』森山書店。 

大塚宗春 [1999]『逐条解説 金融商品会計基準』中央経済社。 

加古宜士 [1983]『物価変動会計論』中央経済社。 

企業財務制度研究会・米国財務会計基準（金融商品）研究委員会 [1995]『金融商品をめぐる米国

財務会計基準の動向（上巻・下巻）』企業財務制度研究会。 

企業財務制度研究会訳 [1999]『現在価値』中央経済社。 

北村敬子編 [2014]『財務報告における公正価値測定』中央経済社。 

古賀智敏 [2003]『ファイナンス型会計の探究』中央経済社。 

醍醐 聰・田中建二 [2003]『金融リスクの会計』東京経済情報出版。 

高橋良造 [1998]『時価主義会計学説』中央経済社。 

高橋良造 [2004]『時価評価会計論』中央経済社。 

田中建二 [1991]『オフバランス取引の会計』同文舘出版。 

田中建二 [1999]『時価会計入門』中央経済社。 



愛知学院大学大学院経営学研究科 

向伊知郎ゼミ 

 5 

田中建二 [2007]『金融商品会計』新世社。 

田中 弘 [2002]『時価主義を考える』中央経済社。 

田中 弘 [2003]『時価会計不況』新潮社。 

不破貞春 [1979]『時価評価論』同文舘出版。 

森田哲彌 [1978]『価格変動会計』国元書房。 

吉田康英 [1999]『金融商品の時価会計論』税務経理協会。 

吉田康英 [2001]『金融商品の会計基準』税務経理協会。 

吉田康英 [2003]『金融商品会計論』税務経理協会。 

吉田康英 [2016]『IFRS9 金融商品の構図』同文舘出版。 

 

（棚卸資産会計） 

番場嘉一郎 [1963]『棚卸資産会計』国元書房。 

番場嘉一郎 [1972]『棚卸資産経理の知識』日本経済新聞社。 

平敷慶武 [2003]『棚卸資産会計研究』税務経理協会。 

渡辺 進 [1958]『棚卸資産会計』森山書店。 

渡辺 進 [1970]『棚卸資産会計』同文舘出版。 

 

（無形資産・のれんおよび減損会計） 

伊藤邦雄編 [2006]『無形資産の会計』中央経済社。 

梅原秀継 [2000]『のれん会計の理論と制度』白桃書房。 

梅原秀継 [2001]『減損会計と公正価値会計』中央経済社。 

岡田依里 [2003]『企業評価と知的資産』（改訂版）税務経理協会。 

企業財務制度研究会・減損会計研究委員会 [1998]『減損会計をめぐる論点』企業財務制度研究会。 

経済産業省企業法制研究会 [2002]『ブランド価値評価研究会報告書』経済産業省。 

古賀智敏 [2005]『知的資産の会計』東洋経済新報社。 

清水泰洋 [2003]『アメリカの暖簾会計』中央経済社。 

白石和孝 [1997]『知的無形資産会計』新世社。 

白石和孝 [2003]『イギリスの暖簾と無形資産の会計』税務経理協会。 

中央青山監査法人研究センター編 [2002]『減損会計基準ガイドブック』中央経済社。 

辻山栄子 [2004]『逐条解説 減損会計基準』中央経済社。 

広瀬義州 [2003]『「ブランド」の考え方』中央経済社。 

広瀬義州 [2006]『知的財産会計』税務経理協会。 

広瀬義州・吉見宏 [2003]『日本発ブランド価値評価モデル』税務経理協会。 

広瀬義州編 [2006]『特許権価値評価モデル』東洋経済新報社。 

山内 暁 [2010]『暖簾の会計』中央経済社。 

米山正樹 [2003]『減損会計－配分と評価－』（増補版）森山書店 

Blair, M. M. & S. M. H. Wallman [2001] Unseen Wealth: Report of the Brookings Task Force 

on Intangibles. Brookings Institution. （広瀬義州他訳 [2002]『ブランド価値評価入門』中

央経済社。） 
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Hand, J. & B. Lev [2003] Intangible Assets. Oxford University Press. （広瀬義州他訳 [2008]

『無形資産の評価』中央経済社。） 

Lev, B. [2001] Intangibles: Management, Measurement, and Reporting. The Bookings 

Institution Press. （広瀬義州・桜井久勝監訳 [2002]『ブランドの経営と会計』東洋経済新報

社。） 

Tollington, T. [2002] Brand Assets. John Wily & Sons, Ltd.（古賀智敏監訳 [2004]『ブランド資

産の会計』東洋経済新報社。） 

 

（リース会計） 

加藤久明 [2007]『現代リース会計論』中央経済社。 

紙 博文 [2003]『リース会計の理論と制度』多賀出版。 

茅根 聡 [1998]『リース会計』新世社。 

佐藤信彦・角ケ谷典幸編[2009]『リース会計基準の論理』税務経理協会。 

佐藤行弘・川﨑照行・角ケ谷典幸・加賀谷哲之・古賀裕也編[2018]『リース会計制度の経済分析』

中央経済社。 

嶺 輝子 [1986]『アメリカリース会計論』多賀出版。 

吉田勝弘 [2003]『リース会計の理論と制度』同文舘出版。 

 

（負債会計） 

遠藤 孝[1998]『引当金会計制度の展開』森山書店。 

加藤盛弘 [2006]『負債拡大の現代会計』森山書店。 

熊谷重勝[1993]『引当金会計の史的展開』同文舘出版。 

徳賀芳弘訳 [1990]『負債の定義と認識』九州大学出版会。 

西澤健次 [2005]『負債認識論』国元書房。 

平松一夫監修・谷 保廣編[2009]『IFRSと引当金会計』清文社。 

山下寿文編[2007]『偶発事象会計の展開～引当金会計から非金融負債会計へ～』創成社。 

横山和夫[2013]『引当金会計制度論』森山書店。 

 

（退職給付会計） 

今福愛志 [1996]『企業年金会計の国際比較』中央経済社。 

今福愛志 [2000]『年金の会計学』新世社。 

今福愛志 [2001]『労働債務の会計』白桃書房。 

今福愛志・五十嵐則夫 [2001]『退職給付会計』中央経済社。 

企業財務制度研究会編 [1999]『年金会計』中央経済社。 

中村文彦 [2003]『退職給付の財務報告』森山書店。 

三菱UFJ信託銀行 FAS研究会訳 [2008]『米国の企業年金会計基準』白桃書房。 

 

（資本会計） 

五十嵐邦正 [2008]『資本会計制度論』森山書店。 
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池田幸典 [2016]『持分の会計』中央経済社。 

石川鉄郎・北村敬子編 [2008]『資本会計の課題』中央経済社。 

黒沢清主編・番場嘉一郎責任編集[1959]『体系近代会計学Ⅲ』（持分会計論）中央経済社。 

黒沢清主編・番場嘉一郎責任編集[1968]『近代会計学大系Ⅲ』（持分会計論）中央経済社。 

中村 忠 [1969]『資本会計論』白桃書房。 

染谷恭次郎・武田安弘[1971]『現代資本会計論』中央経済社。 

弥永真生 [2003]『「資本」の会計』中央経済社。 

 

（ストック・オプション会計） 

柴 健次 [1999]『自己株式とストック・オプションの会計』新世社。 

中央青山監査法人研究センター [2006]『ストック・オプション会計基準ガイドブック』中央経済

社。 

名越洋子 [2018]『負債と資本の会計学』中央経済社。 

野口晃弘 [1999]『条件付持分証券の会計』新世社。 

野口晃弘 [2004]『条件付新株発行の会計』白桃書房。 

 

（資金およびキャッシュ・フロー会計） 

上野清貴 [2001]『キャッシュ・フロー会計論』創成社。 

鎌田信夫 [1995]『資金会計の理論と制度の研究』白桃書房。 

鎌田信夫 [1999]『キャッシュ・フロー会計』税務経理協会。 

鎌田信夫 [2001]『キャッシュ・フロー会計の原理』税務経理協会。 

鎌田信夫編 [1997]『現金収支情報の開示制度』税務経理協会。 

佐藤倫正 [1993]『資金会計論』白桃書房。 

染谷恭次郎 [1960]『資金会計論』中央経済社。 

染谷恭次郎 [1999]『キャッシュ・フロー会計論』中央経済社。 

高橋良造 [1998]『資金会計論』税務経理協会。 

百合草裕康 [2001]『キャッシュ・フロー会計情報の有用性』中央経済社。 

 

（外貨換算会計） 

井上定子 [2010]『外貨換算会計の研究』千倉書房。 

井上達男 [1996]『アメリカ外貨換算会計論』同文舘出版。 

小野武美 [1998]『外貨換算会計』新世社。 

白木俊彦 [1995]『外貨換算会計基準の国際的調和』中央経済社。 

日本公認会計士協会当協会編 [1981]『為替換算会計の実務』中央経済社。 

宮田達郎 [1980]『外貨建取引等会計処理基準十講』同文舘出版。 

森田哲彌・白鳥庄之助編 [1997]『外貨建取引等会計処理基準詳解』中央経済社。 

 

（収益の認識） 

企業財務制度研究会・包括利益研究委員会 [1998]『包括利益をめぐる論点』企業財務制度研究会。 
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河野明史・下村昌子[2017]『IFRS「新収益認識」の実務』中央経済社。 

草野真樹 [2005]『利益会計論～公正価値評価と業績報告』森山書店。 

佐藤信彦編 [2003]『業績報告と包括利益』白桃書房。 

財務会計基準機構 [2003]『収益認識に関する調査』財務会計基準機構。 

新日本有限責任監査法人[2011]『US GAAP収益認識の実務』中央経済社。 

中央青山監査法人研究センター編 [2002]『収益の認識』白桃書房。 

PwCあらた有限責任監査法人編 [2016]『IFRS「収益認識」プラクティス・ガイド』中央経済

社。 

 

（利益管理） 

一ノ宮士郎 [2008]『QOE 利益の質分析』中央経済社。 

首藤昭信 [2010]『日本企業の利益調整』中央経済社。 

関利恵子 [2009]『利益調整と企業価値』森山書店。 

若林公美 [2009]『包括利益の実証研究』中央経済社。 

 

（会計制度と実証分析） 

浅野敬志[2018]『会計情報と資本市場』中央経済社。 

石川博行[2000]『連結会計情報と株価形成』千倉書房。 

石塚博司編 [2006]『実証会計学』中央経済社。 

一ノ宮士郎 [2008]『QOE 利益の質分析』中央経済社。 

伊藤邦雄 [2014]『新・企業価値評価』日本経済新聞出版社。 

音川和久 [1999]『会計方針と株式市場』千倉書房。 

音川和久 [2009]『投資家行動の実証分析』中央経済社。 

乙政正太 [2004]『利害調整メカニズムと会計情報』森山書店。 

大日方隆 [2013]『アドバンスト財務会計』（第 2版）中央経済社。 

桜井久勝編 [2010]『企業価値評価の実証分析』中央経済社。 

須田一幸 [2000]『財務会計の機能』白桃書房。 

須田一幸編 [2004]『会計制度改革の実証分析』同文舘出版。 

須田一幸編 [2008]『会計制度の設計』白桃書房。 

須田一幸・山本達司・乙政正太編 [2007]『会計操作』ダイアモンド社。 

友杉芳正・田中弘・佐藤倫正 [2008]『財務情報の信頼性』税務経理協会。 

中野誠・野間幹晴 [2010]『日本企業のバリュエーション』中央経済社。 

 

（会計用語辞典） 

小川洌・鎌田信夫・山田庫平編 [2006]『現代英和会計用語辞典』同文舘出版。 

新井清光編 [1999]『英和会計経理用語事典』中央経済社。 

新井清光編 [2000]『英和・和英会計経理ハンディ事典』中央経済社。 

長谷川 茂男 [2009]『英和・和英 コンパクト IFRS用語辞典』中央経済社。 

八田進二編[2009]『会計・監査・ガバナンス辞典』白桃書房。 

山田昭広 [2017]『英文会計用語辞典』（第 4版）中央経済社。 
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（会計専門誌） 

『企業会計』・『會計』・『産業経理』・『会計・監査ジャーナル』（旧『JICPA ジャーナル』）・ 

『旬刊経理情報』等 

 

（作成日：2009年 2月） 

（最終更新日：2019年 3月） 

 


