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日本大学商学部

会計学のゼミナール研究発表大会

アカウンティング
コンペティション

受付・本部 2204教室
学生控え室 2207教室
事例理論研究分野予選 2号館3階教室
事例理論研究分野決勝 講堂
実践研究分野決勝 2201教室
実証研究分野決勝 2202教室
閉会式 講堂
懇親会・クイズ大会 アゼリア



予選Ａブロック 2301教室
①東京経済大学経営学部 金ゼミナール Aチーム Non-GAAP指標を開示している企業の特徴
②國學院大學 経済学部 金子ゼミナール Ａチーム 国際会計基準（IFRS）適用後のノン・ギャップ指標による影響 ～医薬品
業界の事例～

③横浜市立大学国際総合科学部 藤崎ゼミナール チームF 家電業界のサブスクリプション導入
④専修大学経営学部 一ノ宮ゼミナール 一ノ宮ゼミナール サブスクリプション・モデルの事例研究
⑤明治大学経営学部 戦略管理会計系大槻ゼミナール 大槻Bチーム 地方自治体におけるICO活用
⑥日本大学経済学部 藤野雅史ゼミナール 藤野ゼミナール C班戦略マップによる地域課題解決 ～神保町エリアを後世に残
すために～

⑦立正大学経営学部 近藤ゼミナール Bチーム 廃校ビジネス
⑧東北学院大学経営学部 東北学院大学松岡孝介ゼミナール GBD サブスクリプションビジネスの企業価値評価

予選Ｂブロック 2302教室
①日本大学法学部 小阪ゼミナール 小阪ゼミナール チームA 倒産企業における業種間の財務比率の変化
②日本大学商学部 川野克典ゼミナール ゑゐチーム 中期計画の研究
③学習院大学国際社会科学部 ガルシアゼミ 学習院 Financial Issues and Sustainability in Construction Businesses
④成城大学経済学部 上田晋一ゼミナール 上田ゼミ3年生 Team A 政策保有株式の開示拡充に関する実態調査
⑤國學院大學 経済学部 金子ゼミナール Bチーム フードバンクの現物評価に関する会計処理 ～日本でフードバンクを盛ん
にするために～

⑥専修大学商学部 谷守ゼミ 谷守ゼミ 2020年東京オリンピックの経済効果
⑦立正大学経営学部 近藤ゼミナール G班 美容師の離職率
⑧東北学院大学経営学部 松岡ゼミ 和もてなし 観光競争力の業績測定～ファミリー層とインバウンド～

予選Ｃブロック 2303教室
①日本大学商学部 村井秀樹ゼミナール チームチェリー MFCAの観点から
②明治大学経営学部 戦略管理会計系大槻ゼミナール 大槻Aチーム マテリアルフローコスト会計
③千葉商科大学人間社会学部 吉田正人ゼミナール 吉田正人ゼミ 統合報告書からみた株式会社オムロンにおけるSDGsのあり
方

④日本大学経済学部 藤野雅史ゼミナール Ｄ班 フードバンク活性化による食品ロスの効率活用
⑤成城大学経済学部 上田晋一ゼミナール 上田ゼミ Team徳 金融機関の気候変動情報の開示
⑥立正大学経営学部 近藤ゼミナール D班 企業研究
⑦東北学院大学経営学部 松岡ゼミ チームK カスタマーエクイティの測定～Loft・ニトリ・無印良品の比較～
⑧近畿大学経営学部 島ゼミ 島ゼミ4年 企業はなぜ限定品を製造および販売するのか

予選Ｄブロック 2307教室
①立正大学経営学部 近藤ゼミナール 良い班 ブライダル媒体ゼクシィ 営業の強み
②日本大学商学部 川野ゼミナール 川野ゼミナール２年Bチーム 農業所得施策の調査研究
③國學院大學 経済学部 金子ゼミナール Ｃチーム 新収益認識基準が広告代理店業界に与える影響 ～純額表示の観点から～
④明治大学経営学部 戦略管理会計系大槻ゼミナール 大槻Dチーム 管理会計
⑤成城大学経済学部 上田晋一ゼミナール 上田ゼミ3年生 Team Ｃ 業績連動報酬開示の現状と課題～目標および実績の記載～
⑥近畿大学経営学部 島ゼミ 島ゼミ3年② ソーシャルゲームの課金による収益とその影響
⑦東北学院大学経営学部 松岡ゼミ 「東松島さ来てけらいん。」 観光競争力の業績測定～若者とインバウンドをターゲット
にして～

⑧名桜大学国際学群 仲尾次ゼミ 仲尾次ゼミB VUCA時代におけるファーストリテイリングの展望

予選Ｅブロック 2308教室
①明治大学経営学部 森ゼミナール 森ゼミ3年 携帯電話業界における主要3社分析
②成城大学経済学部 上田晋一ゼミナール 上田ゼミ3年生 Team B 日本企業における人権情報開示
③文京学院大学経営学部 中島真澄ゼミナール 中島ゼミ MD&A情報のテキスト・マイニングによる不正予測分析
④日本大学法学部 小阪ゼミナール B キャッシュレスポイント還元
⑤明治大学経営学部 戦略管理会計系大槻ゼミナール 大槻Cチーム 管理会計
⑥近畿大学経営学部 島ゼミ 島ゼミ３年③ カジノ法案が日本に与える経済影響
⑦茨城大学人文社会科学部 細田雅洋ゼミナール 細田ゼミＢ 財務・非財務指標の観点からみた業績評価がマネジャーの態
度・行動に与える影響

⑧名桜大学国際学群 仲尾次ゼミ 仲尾次ゼミA オンリーワンサンエー~島の雑貨店から東証１部企業へ~

予選Ｆブロック 2309教室
①成城大学経済学部 上田晋一ゼミナール 上田ゼミTeam Jin Say on pay制度と役員報酬開示
②東京経済大学経営学部 金ゼミナール Bチーム 役員報酬構成比率に関する分析
③日本大学商学部 村井ゼミナール アーモンドアイ RSU導入による企業の経営促進
④横浜市立大学国際総合科学部 黒木ゼミ 黒木ゼミB 会計におけるRPA導入の実態と課題
⑤立正大学経営学部 近藤ゼミナール 「F」 ダイソーの強みとその理由
⑥東洋大学経営学部 調ゼミナール 調ゼミ3年 カニバリゼーションの定義の揺らぎ
⑦明治大学経営学部 森ゼミナール 森ゼミ4年生 鉄道会社の多角化ー関東私鉄8社に関する分析ー
⑧茨城大学人文社会科学部 細田雅洋ゼミナール 細田ゼミA プロジェクトにおける予備費の見積り水準、及び算定方法のパ
ターンの差異と共通項の探索的研究

事例理論研究分野参加ゼミナール



Gブロック 2201教室
①日本大学商学部 川野ゼミナール おちいまバリィ JA直売所の販売高増加計画～日本の農業を守るために～
②日本大学経済学部 藤野雅史ゼミナール A班これからの経理職
③専修大学商学部 建部ゼミ 建部ゼミ 2019 会計学科は、なぜマーケティングを勉強しなければならないのか？
④小樽商科大学商学部 籏本ゼミナール 籏本ゼミサービス業チーム 東証上場企業と地方上場企業の経営戦略～サービス業
⑤小樽商科大学商学部 籏本ゼミナール 籏本ゼミ籏本ゼミ情報・通信業チーム 東証上場企業と地方上場企業の経営戦略～
情報・通信業

⑥小樽商科大学商学部 籏本ゼミナール 籏本ゼミ 籏本ゼミ小売業チーム 東証上場企業と地方上場企業の経営戦略～小売業
⑦近畿大学経営学部 島ゼミ 島ゼミ3年① 保険の収益構造

実践研究分野参加ゼミナール

注意事項

予選・決勝
・分野によりスケジュールが異なりますので、注意してください。16:00以降は同一です。
・資料が必要な人は、アカコンのHPからダウンロードしてください。PWは「Accocom」です。
・審査員の方々への挨拶を徹底してください。
・審査に公平を期すため、予選、決勝が終了するまで参加者と審査員の交流は厳禁とします。
・休憩時以外の入退室は原則、禁止します。
・教室でスマホの音が鳴らないようにしてください。
昼食
・予選会場でお弁当を配布致します。予選会場、学生控え室でお弁当を食べてください。
・ゴミの回収にご協力ください。
決勝進出チーム発表
・事例理論研究分野は13:10に講堂前廊下にて決勝進出チームを発表します。実践研究分野、実証研究分
野は予選がありません。
会計学のお薦めの本
・審査員が薦める会計学の本を紹介します。
閉会式
・表彰式は、今年は閉会式で行います。審査員特別賞は決勝進出できなかったチームの内、特定の項目
に秀でたチームを表彰します。
・賞を受賞したチームは記念撮影を行いますので、閉会式終了後に残ってください。
懇親会・クイズ大会・ビンゴ大会・写真コンテスト表彰
・ネームストラップに記載された番号のテーブルの椅子に座ってください。
・見学者の学生も、発表者と同じく、懇親会、クイズ大会に参加できます。
・未成年者の飲酒は法律にて禁止されています。未成年者は絶対に飲酒しないこと。また、成人学生は
未成年者に飲酒させる行為を絶対に行わないこと。成人も過度な飲酒は避けること。
・クイズ大会、ビンゴ大会では沢山の賞品を用意しています。
・写真コンテストの表彰は懇親会の時間内で行います。
その他
・日本大学商学部は全館禁煙です。
・準備委員会の広報、記録用として、写真を撮影し、公開させて頂きます。
・資料等を教室、食堂に放置せず、持ち帰ってください。

実証研究分野参加ゼミナール
Hブロック 2202教室
①専修大学経営学部 岩田弘尚ゼミナール インタンジブルズチーム インタンジブルズとしてのテロワールが持つ価値の解明
－国産生ハムの地理的表示に基づく実証分析－

②明治大学経営学部 平屋ゼミナール 平屋ゼミBチーム 監査の質が経営者の業績予想精度に与える影響
③明治大学経営学部 平屋ゼミナール Cチーム 業績予想の精度が企業価値にあたえる影響
④明治大学経営学部 平屋ゼミ Dチーム 経営者能力と利益調整の関連性
⑤横浜市立大学国際総合科学部 黒木ゼミ チームパッタイ IPO後の企業動向
⑥横浜市立大学国際総合科学部 黒木ゼミ 黒木ゼミC 働き方改革と女性の雇用機会
⑦日本大学商学部 川野ゼミナール Aチーム 国際会計基準導入による業績の向上
⑧金沢学院大学経営情報学部 奥井・渡邊ゼミ 旧中島ゼミ MD&A可読性に対する企業業績の影響－建設業のデータを用いた
実証分析－



予選Aブロック 2301教室
予選Bブロック 2302教室
予選Cブロック 2303教室
予選Dブロック 2307教室
予選Eブロック 2308教室
予選Fブロック 2309教室
事例理論研究分野決勝講堂

8:00～8:45  受付
9:00～9:25  予選一番目の報告
9:25～9:50  予選二番目の報告
9:50～10:15  予選三番目の報告
10:15～10:40  予選四番目の報告
10:40～10:50  休憩
10:50～11:15  予選五番目の報告
11:15～11:40  予選六番目の報告
11:40～12:05  予選七番目の報告
12;05～12:30  予選八番目の報告
12:30～13:20  昼休み
13:10  決勝進出チーム発表
13:20～13:45  決勝一番目の報告
13:45～14:10  決勝二番目の報告
14:10～14:35  決勝三番目の報告
14;35～14:45  休憩
14:45～15:10  決勝四番目の報告
15;10～15:35  決勝五番目の報告
15:35～16:00  決勝六番目の報告

実践研究分野決勝 2201教室

10:00～10:50  受付
11:05～11:35  決勝一番目の報告
11:35～12:05  決勝二番目の報告
12:05～12:35  決勝三番目の報告
12:35～13:35  昼休み
13:35～14:05  決勝四番目の報告
14:05～14:35  決勝五番目の報告
14:35～14:50  休憩
14:50～15:20  決勝六番目の報告
15:20～15:50  決勝七番目の報告

16:00以降は各分野が合流します。
16:10～16:40  お薦めの会計学の本の紹介 講堂
16:40～17:05  閉会式 講堂
17:15～19:00  懇親会、クイズ大会、写真コンテスト受賞者表彰 アゼリア

実践研究分野事例理論研究分野

会計学の本の紹介・閉会式・懇親会・クイズ大会

スケジュールと会場

Ascent Business Consulting
有限責任監査法人トーマツ
EY新日本有限責任監査法人
MAZARS
株式会社プロネクサス
株式会社ディーバ
古河電気工業株式会社
サッポロホールディングス株式会社

実証研究分野決勝 2202教室

9:00～10:00 受付
10:20～10:50  決勝一番目の報告
10:50～11:20  決勝二番目の報告
11:20～11;35  休憩
11:35～12:05  決勝三番目の報告
12:05～12:35  決勝四番目の報告
12:35～13:35  昼休み
13:35～14:05  決勝五番目の報告
14:05～14:35  決勝六番目の報告
14:35～14:50  休憩
14:50～15:20  決勝七番目の報告
15:20～15:50  決勝八番目の報告

実証研究分野

株式会社東京証券取引所
（日本取引所グループ）

一般社団法人日本CFO協会
日本商工会議所
学校法人大原学園
株式会社中央経済社
日本公認会計士協会

PwCあらた有限責任監査法人

有限責任あずさ監査法人
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