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日本企業経営学会 第 15回全国大会 

統一テーマ：中小企業の課題と展望 

            －経営・流通・会計の視点に立って－ 

2017年 8月 25日(金)   

会 場 ハートフルスクェア G （岐阜市生涯学習センター）2F 中会議室、50研修室 

開会挨拶  西田 安慶 学会長              13：00 ～ 13：10 

Ⅰ 研究発表       総合司会 片上 洋（新潟経営大学）、伊部 泰弘（新潟経営大学） 

第一報告‐統一論題‐（発表 25分、質疑応答 10分） 

座長 堀田 友三郎(東海学園大学) 

⑴「地域企業における地域ブランディングとの関わりに関する一考察 

―新潟県燕三条地域の刃物企業の事例を中心として－」伊部 泰弘（新潟経営大学） 

コメンテータ 種市 豊（山口大学）                 13：10 ～ 13：45                    

⑵「中小企業会計における IFRS for SMEs の位置付け」中西 良之（北海商科大学） 

コメンテータ 宮崎 裕士（大阪経済大学）              13：45 ～ 14：25 

⑶「東大阪市における産業観光の可能性－サービスマーケティングと CSRの視点から」 

中嶋 嘉孝（大阪商業大学） 

コメンテータ 片上 洋（新潟経営大学）              14：25 ～ 15：00 

⑷「中小企業における経営手法の承継」村橋 剛史（朝日大学） 

コメンテータ 堀田 友三郎（東海学園大学）                       15：00 ～ 15：35 

第二報告‐自由論題（Ａ会場：中会議室）‐（発表 20分、質疑応答 5分） 

座長 水野 清文（奈良学園大学） 

 ⑴「産学官連携活動の推進に資する商業教育に関する提案」梅田 勝利（九州共立大学） 

コメンテータ 渡貫 正治（新潟北高校）                 15：50 ～ 16：15 

⑵「消費不況下における高級果実マーケティング戦略の特質と効果」 

種市 豊（山口大学）、川崎 俊輔（山口大学大学院修士課程） 

   コメンテータ 水野 清文（奈良学園大学）               16：15 ～ 16：40 

  ⑶「農業機械における安全対策の調整に関する中央組織の安全マネジメント・システムに対す

る課題」相原 延英（名古屋文理大学） 

コメンテータ 日野 隆生（東京富士大学）              16：40 ～ 17：05 

  ⑷「産業集積地における中小企業のネットワーク構築の過程分析」渡貫 正治（新潟北高校） 

コメンテータ 井口 貢（同志社大学）                17：05 ～ 17：30 



 

 

 

第三報告‐自由論題（Ｂ会場：研修室 50）‐（発表 20分、質疑応答 5分） 

座長 伊部 泰弘（新潟経営大学） 

⑴「岐阜王宮地区の観光地化の実証的研究」 

高森 正明（岐阜経済大学大学院経営学研究科修士課程修了） 

コメンテータ 片上 洋（新潟経営大学）                 15：50 ～ 16：15 

⑵「成長戦略としての企業の社会的責任の遂行」王 雍智（創価大学） 

コメンテータ 李 大義（レムナント学園）                16：15 ～ 16：40 

  ⑶「教育インターンシップの現状と課題」田口 智子（北翔大学短期大学部） 

コメンテータ 薮下 武司（中部学院大学）               16：40 ～ 17：05 

  ⑷「オープンファクトリーによる地域イノベーション 

―燕・三条地域の事例研究―」丸山 一芳（東海学園大学） 

コメンテータ 伊部 泰弘（新潟経営大学)                           17：05 ～ 17：30 

Ⅱ 会員総会（中会議室）                          17：40 ～ 18：30 

Ⅲ 懇 親 会 ホテルリソル岐阜 担当責任者 相原 延英          18：45 ～ 21：00 

2017年 8月 26日（土） 

会 場 ホテルリソル岐阜 

第四報告‐自由論題‐雪音の間 （発表 20分、質疑応答 5分） 

座長 濵沖 典之（中央学院大学） 

⑴「釜山港における港湾物流の競争力強化戦略と方案―釜山港と中国の主要港間の競争を中心

として―」李 美永（韓国・東西大学） 

コメンテータ 片上 洋（新潟経営大学）                 9：10 ～ 9：35 

⑵「私立大学の経営戦略としての地方創生への取組み 

－岡崎市内の大学による地域連携を事例として－」奥田 真之（愛知産業大学） 

コメンテータ 田口 智子（北翔大学短期大学部）                 9：35 ～ 10：00 

⑶「地方創生応援税制にみる法人税法上の寄附金規定の意義 

―企業の CSRおよび指定寄附金との異同を中心として―」宮崎 裕士（大阪経済大学） 

コメンテータ 田邊 正（常盤大学）                   10 : 00 ～ 10 : 25 

～ 休憩 ～ 

 ⑷「農業の会計管理の考察―飲食業の展開を題材として―」岸保 宏（㈱マスタード・シード） 

コメンテータ 種市 豊（山口大学）                     10 : 30 ～ 10 :55 

⑸「企業組織再編と使用者の雇用責任」三田村 浩（愛知産業大学） 

   コメンテータ 濱沖 典之（中央学院大学）              10：55 ～ 11：20 

  ⑹「中小企業における経営計画」安齋 眞行（愛知工業大学） 

コメンテータ 村橋 剛史（朝日大学）               11：20 ～ 11：45 

見学会のご案内と閉会挨拶  片上 洋 理事長（大会実行委員長）     11：50 ～ 12：00 



 

 

 

 

2017年 8 月 26日（土）  

【見学会】 13：00～16：00 

担当責任者 奥田 真之（愛知産業大学） 

本年は織田信長公 岐阜城入城・「岐阜」命名 450年である。それを節目に観光まちづくりを

推進している岐阜市の現状を視察する。視察先は、岐阜市歴史博物館、岐阜大仏、岐阜公園、川原

町（古い町並み）などである。 


