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第 29 号（2013 年 7 月 2 日発行） 発行：産業学会事務局 〒577-8505 東大阪市御厨栄町 4-1-10 大阪商業大学 孫飛舟研究室気付 

Tel/Fax：06-6785-6203  E-mail：sunfz@daishodai.ac.jp 学会ホームページ：http://www.sisj.org/ 

 産産産産産産産産業業業業業業業業学学学学学学学学会会会会会会会会ニニニニニニニニュュュュュュュューーーーーーーーズズズズズズズズレレレレレレレレタタタタタタタターーーーーーーー        

 <<<<産業学会産業学会産業学会産業学会 2013201320132013 年度全国研究会年度全国研究会年度全国研究会年度全国研究会>>>>    産業学会 2013 年度（第 51 回）全国研究会は、6 月 8 日（土）、9 日（日）の両日、専修大学神田校舎にて 82 名の参加を得て開催されました。実行委員長で日本大学の小林世治先生、主催校の大西勝明先生をはじめ研究会開催にご尽力を賜った皆様に感謝申し上げます。 研究会に併せて 2013 年度の定例理事会と会員総会が行われ、以下のことが承認されました。 

 １．2012 年度活動報告 

(1)会員異動：入会 12 名、退会 7 名、死去 2 名、自然退会 12 名。純減 9 名で会員数 310 名（6 月 8 日時点、資料①、p. 3） 

(2)2012 年度会計報告が事務局より行われ、引き続き明石芳彦会計監査より会計監査報告があり、これらが承認されました。（資料②、p. 3、監査の署名・捺印は省略） 

(3)日本経済学会連合会の活動について板垣博理事より報告がありました。 

(4)『研究年報（第 28 号）』の刊行について宮田由紀夫編集人より報告がありました。 

 ２．2013 年度活動計画 

(1) 会員名簿の作成が承認されました。   2013 年 11 月を目途に会員名簿の作成及び配布を行います。個人情報保護の観点から掲載情報は、氏名、所属、メールアドレス、所属部会のみとなります。 

(2) 2013 年度予算案について承認されました。（資料③、p.4） 

(3)『研究年報（第 29 号）』の編集・発行が行われることになりました。 今年度の締切日が承認されました。 投稿締切日：2013 年 8 月 31 日  最終原稿締切日：2014 年 2 月 15 日 （執筆要領等につきましては学会 HP に掲載しております） 

(4)2014 年度の全国研究会は下記の予定で開催されます。 日時：2014 年 6 月中（予定、詳しい日程は 11 月発行のニューズレターにてお知らせします） 会場：九州大学 

 

(5)2013 年度部会について 
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部会 日時・場所 問合せ先 (発表申込締切) 東部 12 月 7 日（土） 13：00～17：00 立正大学大崎キャンパス 苑 志佳 氏（10 月 31 日） yzjwl@aol.com 中部 12 月 21 日（土） 13：00～17：00 関西学院大学国際学部上ヶ原キャンパス（G号館 IS 棟 302 教室） 宮田 由紀夫 氏（11 月 30 日） yukio@kwansei.ac.jp 西部 11 月 30 日（土） 13：30～17：00 九州大学経済学部棟大会議室 堀井 伸浩 氏 （10 月 31 日） horii@en.kyushu-u.ac.jp 
自動車産業（東部） ７月 23 日（火）18：00～21：00 立正大学大崎キャンパス 11 号館 8 階第 6 会議室 報告 1：「インドの自動車産業の概況と自動車メーカーの事業戦略 －現代自動車を事例にして」                  佐次清 隆之（現代文化研究所） 報告 2：「中国自動車企業の海外進出」           苑 志佳（立正大学） 上山 邦雄 氏 kami@blue.ocn.ne.jp 
自動車産業(中部) （未定） 塩地 洋 氏 shioji@econ.kyoto-u.ac.jp イノベーション 9 月 7 日（土） 13：00～17：30 大阪市立大学梅田サテライト 明石 芳彦 氏（8 月 20 日） akashi@gscc.osaka-cu.ac.jp 各部会の最新情報につきましては、HP にて随時更新いたします。ご確認ください。     <<<<会費納入のお願い会費納入のお願い会費納入のお願い会費納入のお願い>>>> 2013 年度分の会費未納の方には、郵便振込用紙を同封しておりますので、よろしくお願い申し上げます（口座番号 00900-1-144160）。一般 7000 円、学生 3500 円です。手数料は各自ご負担ください。また、過年度の会費が未納の方にはその旨を記載した「払込取扱票」を同封しておりますので、あわせてお支払いください。3 年間会費未納ですと自然退会となりますのでご注意ください。なお、特別な事情で銀行口座しかご利用できない方は、事務局にメールでお問い合わせください。  <<<<『研究『研究『研究『研究年報年報年報年報（（（（第第第第 28282828 号号号号））））』』』』の送付について〉の送付について〉の送付について〉の送付について〉     6 月 8 日～9 日の全国研究会にご参加され、その場で 2013 年度分の会費を納付された方については、会場の受付にて『研究年報（第 28 号）』を配付しておりました。それ以外の方については、2013 年度分の会費をご納入いただき、事務局がそれを確認した時点で『研究年報（第 28 号）』をお届け出の住所宛てにメール便にて郵送させていただきます。何かご不明な点があれば、事務局にメールでお問い合わせください。  <<<<会員情報調査の協力依頼会員情報調査の協力依頼会員情報調査の協力依頼会員情報調査の協力依頼〉〉〉〉        上記にもありますように、今年 11 月に会員名簿の作成と配布が予定されています。事務局より皆様に郵便葉書にて現時点の会員情報を収集いたします。2013201320132013 年年年年 7777 月月月月 31313131 日まで日まで日まで日までにににに葉書を投函してください。収集した情報は事務局でしっかり管理いたします。なお、会員名簿への掲載可否について併せてご回答をお願いいたします。明確な回答がない場合、掲載「可」とさせていただきます。ご協力のほど、よろしくお願いいたします。     〈以〈以〈以〈以        上〉上〉上〉上〉     
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 資料① 入会（12 名）： 氏田 壮一郎（関西学院大学大学院経営戦略研究科）、岡村 浩一郎（関西学院大学商学部）、陳 晋（立命館大学経営学部）、駒形 哲哉（慶応義塾大学経済学部）、久保 隆行（サムスン物産都市開発事業部／明治大学公共政策大学院兼任講師）、猿渡 剛（九州大学大学院経済学府）、知久 勝弘（トヨタ車体株式会社）、越後 修（北海学園大学経済学部）、王 鵬（京都大学経済学研究科博士後期課程）、四方 藤治（日産自動車株式会社）、小林 守（専修大学商学部）、王 中奇（武蔵大学大学院） 退会（7 名）：須永  徳武、佐藤 正幸、砂山 七郎、服部  保孝、鈴木  岑二、矢部  洋三、原田 幸裕 死去（2 名）：松下  優、米光 靖 自然退会（12 名）：宋 樹民、濱田 信夫、禹 慶封、王 淑珍、貝塚 亨、桒山 晃一、高橋  美多、郝 俊康、東 秀忠、平田 実、松崎 義、三宅  忠和 資料②  2012 年度会計報告（2012.4.1～2013.3.31） 一般会計      収入 支出 項目 予算 決算 項目 予算 決算 前年度繰越金 2,760,327 2,760,327       会費収入 1,600,000 1,675,500 大会準備金 150,000 200,000  利息収入 200 344 大会運営費 150,000 170,000  雑収入 15,000 18,000 地方部会運営費 160,000 160,000       （東部） (80,000） (80,000)      （中部） (40,000） (40,000)      （西部） (40,000） (40,000)      自動車産業研究部会運営費 50,000 50,000        （東部） (30,000） (30,000)       （中部） (20,000） (20,000)       イノベーション研究部会運営費 20,000 20,000        事務局費 150,000 142,695        日本経済学会連合会分担金 35,000 35,000        研究年報刊行費 673,250 513,250        (印刷費） (488,250） (488,250）       (諸経費・年報執筆料） (25,000） (0）       (電子化・登載） (120,000） (141,120)       (編集費） (20,000） (20,000）       (論文審査謝礼） (20,000） (0）       予備費 2,987,277 0  <収入総額>   <1,693,844> <支出総額>   〈1,290,945〉       次年度繰越金   3,163,226 合計 4,375,527 4,454,171 合計 4,375,527 4,454,171       2012 年度末財産目録      ゆうちょ銀行振替口座 2,799,500     三菱東京 UFJ 銀行普通預金 1,717,606     現金 0     
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合計 4,517,106           特別会計      収入 支出 前年度繰越金 1,353,880     特別会計受入 0 特別会計払出 0     次年度繰越金 1,353,880       2012 年度末財産費目      一般会計次年度繰越金 3,163,226     特別会計次年度繰越金 1,353,880     合計 4,517,106      資料③ 2013 年度（2013.4.1～2014.3.31）予算案 収入 支出 前年度繰越金 3,163,226 大会準備金   150,000 会費 1,600,000 大会運営費   150,000 利息 200 地方部会運営費   160,000 雑収入 15,000   東部 80,000       中部 40,000       西部 40,000     自動車産業研究部会運営費   50,000       東部 30,000       中部 20,000     イノベーション研究部会運営費 20,000     事務局費   150,000     会員名簿作成費   100,000     日本経済学会連合会分担金   35,000     研究年報刊行費   633,250       印刷費（28 号） 488,250       諸経費（28 号） 25,000       電子化・登載（28 号） 80,000       編集費（29 号） 20,000       論文審査謝礼（29号） 20,000     予備費   3,330,176 合計 4,778,426   合計 4,778,426  


