
著書名 出版社 出版年月
手稿 管理会計論 一橋大学卒業論文 昭和4年6月28日
著書 ケスターの貸借対照表論 森山書店 昭和7年1月
著書 合併貸借対照表論 森山書店 昭和7年8月
著書 経営利潤論 同文舘 昭和11年11月
著書 物の会計学 同文舘 昭和14年10月
著書 減価償却法研究 森山書店 昭和14年11月
著書 固定資産会計 ダイヤモンド社 昭和15年12月
著書 会社財務諸表論(第3版) 千倉書房 昭和28年4月
著書 簿記会計精義 同文舘 昭和18年1月
著書 統制法規に基づく減価償却 産業図書 昭和19年5月
著書 最新減価計算提要 眞光社 昭和21年12月
著書 会社財務諸表論 奥付 千倉書房 昭和19年7月
著書 原価計算 春秋社 昭和26年11月
著書 基本財務諸表 春秋社 昭和29年11月
著書 簿記教科書 同文舘   昭和55年12月
著書 体系簿記会計問題精説 中央経済社 昭和32年10月
著書 新簿記自習 改訂3版 中央経済社 昭和56年3月
著書 簿記要領 国元書房 昭和36年1月
著書 固定資産会計 ダイヤモンド社 昭和36年2月
著書 簿記論攻 中央経済社 昭和36年11月
著書 新版近代簿記 中央経済社 昭和37年11月
著書 金銭だんぎ 中央経済社 昭和39年5月
著書 精説会計学 白桃書房 昭和39年6月
著書 減価償却の知識 日本経済新聞社 昭和39年10月
著書 会計教科書 同文舘  昭和58年11月
著書 税理士受験簿記論 国元書房 昭和41年5月
著書 やさしい会計学 日本経済新聞社 昭和41年9月
著書 帳簿組織 中央経済社 昭和43年3月
著書 商業簿記 中央経済社 昭和43年9月
著書 商法による財務諸表の知識 日本経済新聞社 昭和45年9月
著書 完全簿記教程（Ⅰ）増補改訂9版 中央経済社 昭和62年5月
著書 完全簿記教程（Ⅱ）増補改訂6版 中央経済社 昭和63年1月
著書 完全簿記教程（Ⅲ） 中央経済社 昭和46年3月
著書 会社財務諸表論 白桃書房 昭和47年7月
著書 工業簿記の手ほどき 日本経済新聞社 昭和48年1月
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著書 現代簿記精義 中央経済社 昭和48年4月
監修 新版勘定科目全書 中央経済社 昭和49年1月
著書 工業簿記教科書（4冊） 同文舘 昭和49年3月
著書 会社員の経理知識 日本経済新聞社 昭和52年1月
著書 簿記の理論と学習 国元書房 昭和52年6月
著書 原価計算・工業簿記教科書 同文舘 昭和53年10月
著書 原価計算・工業簿記教科書(再訂版） 同文舘 昭和60年12月
著書 原価計算・工業簿記教科書（増補再訂版） 同文舘 昭和63年3月
著書 原価計算・工業簿記教科書（四訂新版） 同文舘 平成3年3月
著書 企業会計原則を裁く 同文舘 昭和57年10月
著書 簿記教科書（新版） 同文舘 昭和44年2月
著書 減価償却の理論と実務 同文舘 昭和57年3月
著書 簿記教科書（増補再訂版） 同文舘 昭和58年3月
著書 会計教科書（増補改訂版） 同文舘 昭和62年3月
著書 会計教科書（三訂新版） 同文舘 昭和63年1月
著書 会計教科書（四訂新版） 同文舘 昭和63年10月
著書 簿記教科書（三訂新版） 同文舘 昭和63年3月
著書 簿記教科書（四訂新版） 同文舘 平成元年4月
著書 会計教科書（五訂新版），（六訂版） 同文舘 平成3年1月
著書 簿記教科書（五訂版） 同文舘 平成7年3月
練習帳 簿記教科書練習帳 同文舘
練習帳 原価計算工業簿記教科書練習帳 同文舘
練習帳 記帳練習問題全解答書 同文舘 平成4年4月
教科書 簿記会計3 実業教科書 昭和22年12月
教科書 新編簿記会計1商業簿記 実教出版 昭和36年1月
教科書 新編簿記会計2工業簿記 実教出版 昭和36年1月
教科書 新編簿記会計1指導書 実教出版 昭和34年3月
教科書 会計改訂版 実教出版 昭和29年1月
教科書 会計改訂版指導書 実教出版 昭和31年3月
教科書 工業簿記改訂版 実教出版 昭和27年12月
教科書 工業簿記改訂版指導書 実教出版 昭和31年5月
教科書 沼田商業簿記 実教出版 昭和26年11月
教科書 沼田商業簿記 実教出版 昭和34年3月
教科書 簿記講座第1巻（上）・練習帳 （財）日本通信教育学園 昭和24年7月
教科書 簿記講座第1巻（下）・練習帳 （財）日本通信教育学園 昭和24年7月
教科書 簿記講座第2巻（上）・練習帳 （財）日本通信教育学園 昭和24年7月
教科書 簿記講座第2巻（下）・練習帳 （財）日本通信教育学園 昭和24年7月
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教科書 簿記講座第3巻（上）・練習帳 （財）日本通信教育学園 昭和24年7月
教科書 簿記講座第3巻（下）・練習帳 （財）日本通信教育学園 昭和24年7月
教科書 工業簿記原価計算講座・練習帳 （財）日本通信教育学園 昭和29年9月
論文 簿記学習のありかた 月刊簿記、中央経済社 昭和25年11月
論文 資本勘定の解説 月刊簿記、中央経済社 昭和27年3月
論文 偶発事項と簿記理論 簿記と検定、税務経理協会 昭和27年11月
論文 費用計算の本質とその形態 横浜高等商業学校商学会第三十号 昭和15年2月
論文 企画院製造工業貸借対照表と独逸株式会社法貸借対照表との比較研究横浜高等商業学校商学会第三十五・六号 昭和17年10月
論文 利潤を基礎とする償却方法に就て 経営経済研究会編輯　経営第一冊東京森山書店刊 昭和13年7月
論文 利潤概念とその学説について ヘルメス第14号　商学法学号東京商科大学一橋会本科会学術部昭和5年1月
論文 評価減について 日本会計学会編集　会計　第83巻6月号 昭和38年6月
論文 複式簿記の導入法としての取引要素結合表 日本会計学会編集　会計　第102巻8月号 昭和47年8月
論文 税法における減価償却の会計理論 日本会計学会編集　会計　第60巻8月号第2号 昭和26年8月
論文 期間的貸借概念と会計資産・負債・資本の実体 日本会計学会編集　会計　第65巻2月号第2号 昭和29年2月
論文 改正商法による端株規定と個人株主 旬刊経理情報No.402、中央経済社 昭和59年12月
論文 当期業績主義の壊滅を喜ぶ 日本公認会計士協会編集　会計ジャーナルVol.7,No.3 昭和50年3月
論文 剰余金に関する一考察 日本公認会計士協会編集　会計ジャーナルVol.5,No.7 昭和58年7月
論文 貸借対照表における財産項目掲載についての一考察 産業経理　（財）産業経理協会　Vol.43,No.1 昭和58年4月
論文 戦後の簿記学を省みて 企業会計、中央経済社、Vol.26,No.1 昭和49年1月
論文 引当金を論攻する 企業会計中央経済社、Vol.26,No.1 昭和50年1月
論文コピー 独逸改正商法に於ける引当金勘定に就いて 経営経済研究会編輯所編　経営第十九冊東京大阪同文舘 昭和10年11月
論文コピー 金銭登録器を中心とする会計 企業会計 中央経済社
論文抜刷り 實務簿記制度と日計元帳に就て 企業会計 中央経済社
論文抜刷り 棚卸資産の経理技術に就て 企業会計 中央経済社
論文抜刷り 積立金に就て 企業会計 中央経済社 昭和50年4月
論文抜刷り 積立金を論攻する 企業会計中央経済社、Vol.25,No３ 昭和28年3月
論文抜刷り 積立金について 駒沢大学経営学部研究紀要第3号
論文抜刷り 財務諸表の限定と本質 駒大経営研究第10巻第4号 昭和54年3月
論文抜刷り 繰延資産と引当金の類似性について 駒大経営研究第11巻第2・3号 昭和55年2月
論文抜刷り 引当金の概念について 駒大経営研究第3巻第2号
論文抜刷り 簿記学と会計学の関係
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