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統一論題 

“Revenue Management” 

2022年 7月 9日（土）～10日（日） 

国士舘大学 

 

 

 

大会スケジュール 

7月 9日（土） 

12：00～12：40 理事会 

13：00～13：30 会員総会 

13：40～15：40 統一論題報告 

16：00～17：00 統一論題討論 

7月 10日（日） 

10:00～12：10 自由論題報告(1) 

12：00～13：00 昼食休憩 

13：00～15:10 自由論題報告(2) 

15:20～16:45 自由論題報告(3) 

16:50～16:55 閉会の辞 
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大会第１日目（7月 9日 土曜日） 

12：30～       受付開始   メイプルセンチュリーホール 5階 エレベーター前 

13：00～17：00 会員控室  メイプルセンチュリーホール 5階 第 2会議室 

 

≪理事会≫ 

12：00～12：40 

メイプルセンチュリーホール 5階 第 2会議室 

 

≪会員総会≫ 

13：00～13：30 

メイプルセンチュリーホール 5階 第 1会議室 

 

≪統一論題報告≫ 

13：40～15：40 

メイプルセンチュリーホール 5階 第 1会議室 

（報告：各 30分） 

開題 13：40～13：45 

第 1報告 13：50～14：20 

第 2報告 14：30～15：00 

第 3報告 15：10～15：40 

 

テーマ：Revenue Management 

座長 尾畑 裕（明治学院大学） 
 第 1報告 井上慶太（東京経済大学） 

「業績管理におけるレベニュー・マネジメント技法の利用」 

 第 2報告 原 慎之介（名古屋外国語大学） 

「クライシスを考慮したレベニューマネジメント：航空業界の事例から」 

 第 3報告 片岡洋人（明治大学） 

「レベニューマネジメントと PBC」 

 

≪統一論題討論≫ 

16：00～17：00 

座長 尾畑 裕（明治学院大学） 
パネリスト 井上慶太（東京経済大学）、原 慎之介（名古屋外国語大学）、片岡洋人（明治大学） 
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大会第２日目（7月 10日 日曜日） 

 

9：30～ 受付開始 メイプルセンチュリーホール 5階 エレベーター前 

13：00～16：55 会員控室 メイプルセンチュリーホール 5階 第 2会議室 

 

≪自由論題報告(1)≫ 

メイプルセンチュリーホール 5階 第 1会議室 

（報告 25分、質疑 15分） 

第 1報告 10:00～10:40 

第 2報告 10:45～11:25 

第 3報告 11:30～12:10 

 

司会： 井岡大度（国士舘大学） 

 第 1報告 梨羽 雅（明治大学大学院・博士前期課程） 

「予算管理と方針管理が部署の成果を促すプロセスに心理的安全性が及ぼ

す影響を検証するための仮説設定」 

 第 2報告 津島瑠那（明治大学大学院・博士前期課程） 

「計画行動理論を援用した，管理会計システムの促進メカニズムの解明のた

めの仮説設定」 

 第 3報告 張ジュヒョク（北海道大学） 

「コロナ禍におけるホテルのサービス品質管理が顧客の再訪問意図に与え

る影響」 

 

≪自由論題報告(2)≫ 

メイプルセンチュリーホール 5階 第 1会議室 

（報告 25分、質疑 15分） 

第 4報告 13:00～13:40 

第 5報告 13:45～14:25 

第 6報告 14:30～15:10 

 

司会： 島 吉伸（近畿大学） 

 第 4報告 東壯一郎（千葉工業大学） 

「半導体製造装置企業における ROESGに関する一考察」 

 第 5報告 鈴木浩三（東京都庁） 

「日本の水道事業における持続可能な経営のためのコンプライアンス機能」 
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 第 6報告 小沢 浩（名古屋大学） 

「持続的成長のための業績評価指標：複数目標を設定する場合における評

価法と達成水準の選択」 

 

≪自由論題報告(3)≫ 

メイプルセンチュリーホール 5階 第 1会議室 

（報告 25分、質疑 15分） 

第 7報告 15:20～16:00 

第 8報告 16:05～16:45 

 

司会： 塘  誠（成城大学） 

 第 7報告 池谷信彦（名古屋学院大学大学院・博士後期課程） 

「DXにおける CVMを用いた弁護士サービスと自動車販売サービスの支払

意思額の推定 ―アンケート調査の結果をもとにして―」 

 第 8報告 皆川芳輝（名古屋学院大学） 

「サプライチェーンにおけるデジタル・ツインが製品開発に与える影響」 

 

≪閉会の辞≫ 

16:50～16:55 

メイプルセンチュリーホール 5階 第 1会議室 

 

 

連絡事項 

大会参加申し込みについて 

⬧  本大会に参加を希望される方は、7月 7日（木）までに下記①URLあるいは②QR コード

より Googleフォームにアクセスの上、お申し込みください。 

日本組織会計学会第 5回全国大会 

① 大会参加申込専用 URL ： https://forms.gle/FXcHdTvn9UBnjoWZ9 

② 大会参加申込専用 QR コード ：  

 

⬧  お申し込みをせずにご参加の場合は、印刷部数の関係上、配布資料をお渡しすることが

できない場合もあります。予めご了承下さい。 

 

about:blank


4 

大会参加費について 

⬧  大会参加費は次のとおりです。当日、受付にて受領いたします。つり銭がないようにご協

力をお願い申し上げます。 

大会参加費 ¥ 3,000 

    ※ 本大会においては、コロナ禍につき懇親会の開催はございません。 

 

学内入構について 

⬧  現在新型コロナウイルスへの対応として、学内入構制限を実施しています。下記のとおり

7月 9日（土）および 7月 10日（日）で入構時の手続きが異なりますのでご注意ください。 

7月 9日（土） ：  メイプルセンチュリーホールに直接お越し下さい。入口の警備員のブース

にて入構手続の後、検温チェックがございます。 

7月 10日（日）： メイプルセンチュリーホールにお越しの前に、世田谷区役所方面正門横の

警備室（受付）にて、入構の手続きをお願いいたします。 

※小田急線梅ヶ丘駅からお越しの方 

日曜日は 34号館からの入構ができませんので、世田谷区役所方面

の入り口にお回りください。詳細は下図をご確認ください。 

 

 

国士舘大学へのアクセスおよびキャンパスマップ 

⬧ 本校へのアクセス方法は、下記の国士舘大学ホームページをご覧ください。 

      国士舘大学ホームページ、世田谷キャンパス、アクセス案内 

       https://www.kokushikan.ac.jp/access/setagaya/ 

⬧ キャンパスマップは、下記の国士舘大学ホームページをご覧ください。 

国士舘大学ホームページ、世田谷キャンパス、キャンパス紹介 

https://www.kokushikan.ac.jp/information/campus/setagaya.html 

国士館大学キャンパスマップ 

about:blank
about:blank
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昼食について 

⬧  昼食の用意はございません。各自ご準備をお願いいたします。 

⬧  大学周辺に飲食店・コンビニ等がございます。また、7月 9日（土）は、学食・学内売店も

利用可能です。詳しくは、下記 URLをご覧ください。 

国士舘大学ホームページ、厚生施設・世田谷キャンパス 

     https://www.kokushikan.ac.jp/campus_life/facility/recreation/setagaya.html 

 

お問い合わせについて 

⬧  本大会に関するお問い合わせは、井岡（inooka@kokushikan.ac.jp）までお願いいたし

ます。 

日本組織会計学会 第 5回全国大会準備委員会 

準備委員長： 井岡大度 

準備委員： 中井誠司 

宮原裕一 

         山下修平 

         島崎杉雄 

         三谷華代 

第 5回全国大会準備委員会専用メールアドレス： jsoa2022@gmail.com 

about:blank

