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I．二次試験用のキーワード（一次試験キーワードから抜粋）
二次試験のキーワードを考えてみよう。二次試験は記述式であるので、自分が使いこな
せるキーワードを厳選しておく必要がある。一次試験のキーワードの中から事例ごとのキ
ーワードを洗い出す必要がある。
１．事例共通
１－１．経営戦略キーワード
⑴ 経営計画と経営管理
マネジメント・サイクル、意思決定の階層構造、経営管理の原則
⑵

企業戦略
外部環境分析・内部環境分析、事業領域（ドメイン）の決定、階層別戦略（事業戦略、
機能戦略）

⑶

成長戦略
成長のマネジメント、多角化（リスクとシナジー、多角化戦略の分類）、M ＆ A、戦略
的提携

⑷

経営資源戦略
経営資源、PPM（SBU、製品ライフサイクル、経験曲線、市場占有率

⑸

競争戦略
業界の競争構造分析、競争回避の戦略、競争優位の戦略（コストリーダーシップ、差別化、
集中）、競争地位別戦略（チャレンジャー、リーダー、フォロワー、ニッチャー）、デフ
ァクト・スタンダード、コア・コンピタンス

⑹

技術経営（MOT）
技術戦略（自社資源の評価、外部資源の活用（共同開発、技術導入
レッジ・マネジメント）

⑺

国際経営（グローバル戦略）

⑻

企業の社会的責任（CSR）

等）

等））、知識経営（ナ

⑼

企業行動と供給曲線
生産関数と限界生産性、費用曲線とサンクコスト、収穫逓増・逓減、規模の経済性・範
囲の経済性

⑽

産業組織と競争促進
市場構造と競争モデル、製品差別化、参入障壁、研究開発と技術革新、規制緩和

１－２．経営情報管理キーワード
⑴ 経営戦略と情報システム
情報システムの種類と内容（データ支援システム、意思決定支援システム、経営者支援
情報システム、戦略情報システム、情報ネットワークシステム、企業革新と情報システ
ム）
⑵

情報システムの運用管理
システム運用（利用者の参加・教育、情報専門家の育成・配置、システム運用管理体制、
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中長期的なシステム改善計画策定、プロジェクト管理）、セキュリティとリスク管理（機
密保護・改ざん防止、不正侵入対策・可用性対策、インテグリティ対策、リスク管理）
⑶

外部情報システム資源の活用
アウト／インソーシング

２．組織・人事
２－１．組織・人事キーワード
⑴ 組織戦略
組織と戦略（事業部制、カンパニー制、持株会社等）、組織文化と戦略
⑵

経営組織の形態と構造
組織形態（職能制組織、機能別組織、事業部制組織、マトリックス組織）、組織の構成
原理（コミュニケーション、命令の一元性、分業・専門化と調整、権限と責任）

⑶

経営組織の運営
意思決定システム、モチベーション（マズローの欲求段階説、ハーズバーグの２要因理
論、ヴルームの期待理論）、モチベーション管理、モラール管理、リーダーシップ（特
性理論、行動理論、二次元論、状況理論）、経営者・管理者行動、組織と文化（経営理念、
組織風土と組織文化）、組織活性化（一体化度、無関心度、組織開発、小集団活動、ナ
レッジ・マネジメント／組織学習）、組織間関係（セクショナリズム、ネットワーク組織）

⑷

人的資源管理
人事・労務情報（職務分析の意義と方法、人事考課の意義と方法）、雇用管理（採用、配置、
人事異動・昇進、資格制度）、能力開発（教育訓練・能力開発の種類（階層・目的）、能
力開発の方法（OJT、Off － JT、自己啓発）、組織開発の意義と方法）、賃金管理（賃金
体系、基本給類型の体系、職務評価方法、業績連動給）、作業条件管理（労働時間管理、
労働安全管理、労働衛生管理）、経営戦略と人的資源管理の適合性

３．マーケ・流通
３－１．マーケ・流通キーワード
⑴ マーケティング計画と市場調査
マーケティング目標設定（目標売上高、目標利益、市場占有率）、標的市場の設定と接
近（セグメンテーション、ターゲッティング、ポジショニング）、製品ライフサイクル、
マーケティング・ミックス
⑵

消費者行動
デモグラフィック変数（年齢、性別、家族構成、家庭のライフサイクル、所得水準、職
業、学歴、宗教、人種、国籍など）、サイコグラフィック変数（ニーズ、ライフスタイル、
パーソナリティー、社会的階層、価値観、購買動機など）、行動変数（購買状況、使用
頻度、購買動機、購買パターンなど）、社会的決定要素（家族、準拠集団、社会階層、
文化）、意思決定（評価基準、ブランド選定の規則）

⑶

製品計画
製品の種類：消費者用品（最寄り品、買回り品、専門品）・産業用品、プロダクト・ミ
ックス（製品ラインの幅と深さ）、ブランドの利点

⑷

製品開発
市場性評価（市場動向分析、競合分析）、マーチャンダイジング（製品企画・仕様・デ
ザイン）
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⑸

価格計画
価格決定（小売価格の決定、製造業における価格調整）

⑹

流通チャネルと物流
物流（受注処理、物資の取扱い、保管、在庫管理、輸送、サプライチェーン・マネジメント）

⑺

プロモーション
プッシュ政策、プル政策、製品ライフサイクル、人的販売、広告、販売促進（教育・コ
ンテスト・実施プログラム）、パブリシティ

⑻

応用マーケティング
関係性マーケティング、顧客関係性管理（CRM）、サービス・マーケティング、ダイレ
クト・マーケティング

３－２．店舗・販売管理キーワード
⑴ 店舗・商業集積
店舗施設に関する法律知識（都市計画法、大規模小売店舗立地法、中心市街地活性化法、
建築基準法、消防法）、店舗立地と出店（立地条件、商圏分析、出店評価）
⑵

商品仕入・販売（マーチャンダイジング）
商品予算計画（販売予算、仕入予算、在庫予算）、商品計画（業種業態、商品構成、品
揃え）、商品調達・取引条件（仕入方法、仕入先の選定管理、取引条件）、売場構成・陳
列（売場レイアウト、商品陳列）、価格設定（価格政策、価格決定手法、特売・値下げ）、
販売促進（販売促進計画、店内プロモーション、店外プロモーション）

⑶

商品補充・物流
商品在庫管理（発注方法、在庫数量管理、需要予測）

⑷

流通情報システム
店舗システム（POS システム、顧客管理システム）、物流情報システム（バーコード、
RFID、トレーサビリティ）

４．生産・技術
４－１．生産管理キーワード
⑴ 生産管理概論
生産管理の基礎（生産管理の基本機能、管理目標（PQCDSME：生産性、品質、コスト・
経済性、納期・生産量、安全性、モラール、環境）、生産形態と情報システム（生産形態（見
込生産、受注生産、多種少量生産、少種多量生産、個別生産、ロット生産、連続生産 等）
、
情報システム（生産システムへの IT の利用、ERP、SCM、FA 等））
⑵

生産のプラニング
工場立地とレイアウト（工場立地の留意点（国内生産、海外生産、生産拠点 等）、工
場レイアウト（システマティックレイアウトプラニング、プラントレイアウト、設備配
置 等））、製品開発・製品設計（製品開発（製品のライフサイクル、顧客満足、製品系
列 等）、製品設計（機能設計、生産設計、組立容易性、VA ／ VE 等）、設計技術（コ
ンカレントエンジニアリング、CAD、CAM 等））、生産方式（ライン生産（ラインバ
ランシング、編成効率、ラインの形態 等）、セル生産（自動加工、グループテクノロ
ジー、１人生産 等）、管理方式（JIT、オーダエントリー、生産座席予約、製番管理
等））、生産計画（需要予測（指数平滑、移動平均 等）、需給計画（MRP 等）、日
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程計画（大日程計画、中日程計画、小日程計画、基準日程、スケジューリング、PERT
等）、能力と負荷（人員計画、負荷計画、標準時間、稼働率、余裕率 等））、資材調達・
外注管理（購買管理（ABC 分析、発注方式、EOQ 等）、外注管理（選定基準、外注
指導、外注の評価 等））
⑶

生産のオペレーション
品質管理（QC 手法（QC 七つ道具、新 QC 七つ道具 等）、TQM、
ISO9000）、物の流れ（資
材・在庫・運搬）の管理（現品管理、在庫管理、マテリアルハンドリング、分析手法（製
品工程分析、運搬分析手法、活性示数、流動数分析 等））、人の動きの管理（作業管理（標
準作業、標準時間、モラール、多能工化、職務訓練、職務設計 等）、作業研究（方法
研究、作業測定、時間研究 等）、分析手法（作業者工程分析、連合作業分析、動作分析、
稼働分析 等））、設備管理（設備管理の基礎（５S、工具管理、設備のライフサイクル
等）、保全（保全方法、故障、工事、保全活動 等）、生産の合理化・改善（原理原則
（３S、ECRS の原則（改善の原則）、５W １H、動作経済の原則 等）、自主管理活動）、
廃棄物等の管理（環境保全に関する法規、廃棄物の処理・管理（基礎的技術、環境対策、
ゼロエミッション 等）、資源の有効活用（リフューズ、リデュース、リサイクル、リ
ユース 等）、ISO14000）

５．財務・会計
５－１．財務・会計キーワード
⑴ 簿記の基礎
簿記原理、会計帳簿、決算処理一巡（試算表・精算表の作成、決算仕訳、貸借対照表・
損益計算書の作成）
⑵

企業会計の基礎
損益計算書（収益の会計、費用の会計）、貸借対照表（資産の会計、負債の会計、純資
産の会計）、キャッシュフロー計算書、企業結合（合併・分割、連結決算）、会計ディス
クロージャー、税効果会計

⑶

原価計算
原価概念、原価計算の種類と方法

⑷

経営分析
経営比率分析（収益性、流動性、生産性、成長性）、損益分岐点分析、利益増減分析

⑸

利益と資金の管理
利益計画（限界利益と貢献利益、プロダクト・ミックス）、予算・実績差異分析、資金
繰りと資金計画

⑹

キャッシュフロー（CF）
CF の種類と算出（CF の概念、営業 CF、投資 CF、財務 CF）、CF マネジメント（フリ
ー CF、運転資金の管理、CF 関連比率）

⑺

資金調達と配当政策
資金調達の形態（内部金融と外部金融、直接金融と間接金融、自己資本と他人資本、企
業間信用、リース）、資本コスト（借入金のコスト、社債のコスト、普通株式のコスト、
剰余金のコスト、加重平均資本コスト）、配当政策（配当の種類、配当性向、配当政策
の効果）、最適資本構成（財務レバレッジ、モジリアーニ・ミラー（MM）理論）

⑻

投資決定
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貨幣の時間価値と割引キャッシュフロー（DCF）、投資評価基準（回収期間法、会計的
投資利益率法、内部収益率（IRR）法、正味現在価値（NPV）法、収益性指数法）、不
確実性下の投資決定
⑼

証券投資論
ポートフォリオ理論（ポートフォリオのリスクとリターン、効率的ポートフォリオ、最
適ポートフォリオの選択）、資本市場理論（資本資産評価モデル（CAPM）の理論、指
数モデル、CAPM と財務決定）

⑽

企業価値
株価の算定（配当割引モデル、株価収益率、株価純資産倍率、株価キャッシュフロー倍
率）、企業価値評価モデル（割引超過利益モデル、割引キャッシュフローモデル）、企業
合併・買収における企業評価（収益還元方式、純資産方式、市場株価比較方式）

⑾

デリバティブとリスク管理
リスクの種類、オプション取引（コールオプション、プットオプション）、先物取引（先
物為替予約、通貨先物取引）、スワップ（金利スワップ、通貨スワップ）
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II．各事例の対応方法
二次試験用のキーワードがまとまったら、次は各事例の対応方法についてまとめてみよ
う。
１．環境分析（ＳＷＯＴ、３Ｃ）
事例問題では、まず初めに環境分析を行い、外部環境と内部資源について分析する。
環境分析に使うフレームワークは３Ｃ分析かＳＷＯＴ分析だ。
３Ｃ分析は、自社、顧客、競合に分けて分析を行う方法（マーケティング事例でよく用
いられる）であり、ＳＷＯＴ分析は、外部環境を機会と脅威に分け、内部資源を強みと弱
みに分けて分析を行う方法だ。
環境分析は、事例本文を読みながら、機会と脅威、強みと弱みをマーカーで色分けしな
がら行うはずだ。よく鉛筆一本でマーキングしている人を見かけるが、時間制限がある中
で目立たない鉛筆では見落としが多くなる。終了直前 5 分前に一気に解答を書き上げる場
合も多々あるので、自分が大事に思うところはグリグリにマーキングし、見落としが無い
ようにしておきたいものである。
また、字数制限があるのも中小企業診断士試験の特徴である。事例本文の一行分の文字
数は何文字あるか知っているだろうか？…答えは 38 文字である。つまり事例本文から文
章を引用する場合、一行の 4 分の 1 程度が 10 文字分となるのだ。マーカーで一面に色を
付けている人を見受けるが、解答に使用できる文章はほんの一握りである。コアになる文
章はどこにあるのか、見つけやすくする工夫も必要だ。
２．経営戦略
ＳＷＯＴ分析後に経営戦略を考える場合、以下の方向性が考えられる。
一つ目は、外部環境の機会に自社の強みを活用する戦略
二つ目は、外部環境の機会に自社の弱みを克服することで対応していく戦略
※脅威は基本的に回避の方向となる。
一つ目の戦略は二次試験のうち、マーケティング事例によく取られる方向性であり、二
つ目の戦略は、生産事例でよく取られる方向性だ。
マーケティング事例では、顧客ニーズに対応するために事例企業の専門知識や顧客対応
力などを活用して競合と差別化していく戦略が取られることが多い。
これに対し生産事例では、顧客から短納期化の要請が発生しており、生産計画（工数計
画、負荷計画、日程計画）や生産管理（進度管理、余力管理、現品管理）上の問題を克服
することで対応していく傾向にある。
経営戦略（ドメイン）を記述する場合には、１つの作法がある。
「誰に」「何を」「どのように」
この 3 つを明確に記述することだ。
「誰に」とはニーズの主体である。できるだけ具体的に記述することが重要だ。例えば、
「高
齢者に」と記述するのではなく「宅配サービスを必要としている高齢者に」と、ターゲッ
トを絞って記述する。これが良い解答にするためのテクニックだ。
「何を」とは自社の製品やサービスだ。競合に対して差別化できる製品やサービスを記
述することになる。また、近年の顧客ニーズの多様性から心理変数の要素、つまりライフ
スタイルや価値観を提供する視点が必要になっている。例えば自社の商品を記述する際に、
「おいしいデザートを」と記述するのではなく「フルーツの甘さを活かして糖分を抑えた
健康志向のデザートを」という具合だ。
「どのように」とは自社の強みを活用するということだ。例えば事例企業に専門知識を
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豊富に持った人材がいるとしよう。この人材はこの事例企業にとって強みとなりえる人材
だ。こうした場合、「専門知識を持った人材を活用して提案営業を実施する。」といった記
述により、強みを活用していることを印象付けるようにした方がいい。
いずれの場合においても与件の文章を明確に使用することが、事例に沿った提案だとい
うアピールに繋がることを忘れないで欲しい。
最後に解答を記述する際に必要な文章例を以下に示す。
覚えておきたい言い回し 13 選
・顧客満足の向上
・顧客対応力の強化
・顧客との関係性強化
・顧客ニーズへの迅速な対応
・顧客の利便性向上
・固定客化
・顧客の生涯価値、顧客シェアの向上
・競合との差別化
・競争優位性の発揮
・外部環境への適合
・経営基盤の強化
・経営革新の実施
・内部資源の有効活用
究極の切り口（内部・外部）
・内部：
強みを強化する→目に見えない経営資源の強化
弱みを克服する→管理体制の強化、経営資源の有効活用
・外部：
市場面への対応→顧客ニーズへの対応、顧客関係性の強化
競合面への対応→差別化による競争優位性の獲得
このような、決まり文句を増やしていくことが、合格答案を書くのに必要となる。
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３．組織・人事事例
事例問題を解く際は、全事例共通して次の順番で考察していく。
１．事例会社（社長）の経営理念を確認する。
２．ＳＷＯＴ分析による外部環境分析と内部資源分析を行う。
３．経営戦略（ドメイン）の設定を行う。
４．事業戦略の構築および機能別戦略の構築を行う。
組織・人事事例の場合は、「４．」の段階で組織戦略と人事戦略を考えることになる。
３−１．組織戦略
組織構造
組織戦略は、「部門、階層、権限、コミュニケーション」の視点で効率的な組織運営を
可能とする組織構造と良好な組織文化の形成を目的とする。
組織構造は、機能別組織、事業部別組織、マトリックス組織などが代表的なものだ。そ
のメリットとデメリットを考えると以下のようになる。
組織構造のメリット・デメリット
機能別組織
メリット ：各部門の専門性向上、命令系統の一元化、規模の経済性の追求
デメリット：部門間のセクショナリズム、トップの負担増大、意思決定の遅れ
事業部別組織
メリット ：意思決定の迅速化、利益責任の明確化、経営人材の育成、トップは戦略
に専念可能
デメリット：事業部間連携の低下、経営資源の重複、短期的利益の追求、全社利益よ
り事業部利益を優先
マトリックス組織
メリット ：環境変化への柔軟な対応
デメリット：部門間調整の複雑化、命令系統の混乱
事例で組織構造上の問題点が述べられていた場合は、この組織構造のメリット・デメリ
ットを考慮の上、別の組織構造へ移行することを考える。この場合、現状の組織構造にお
けるデメリットを述べ、別の組織構造へ移行する際のメリットを理由に効率的な組織運営
ができることをアピールするのだ。
組織文化
組織文化は、組織の中で共有された行動原理や思考様式のことだ。事例上、組織文化に
問題があると指摘された場合は、以下のキーワードを使用して記述すると解答しやすい。
組織文化の問題点における着目点
社長のリーダーシップ
バーナードの組織成立３要素：共通目的、貢献意欲、コミュニケーション
経営理念（ビジョン）のもと、社長のリーダーシップによって問題を克服していく視点
と組織成立の３要素である「共通目的、貢献意欲、コミュニケーション」を切り口にして
問題を多面的に分析する視点が、良好な組織文化を形成する上で重要なポイントだ。
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３−２．人事戦略
人事戦略は、「雇用、人事考課、賃金、教育訓練」の視点で従業員のモラール向上と専
門的知識や技能を習得するための能力開発を行い、顧客対応力を高めることを目的とする。
モラール向上策
モラール向上を考える際には、動機づけ衛生理論を切り口に持ってくると考えがまとま
りやすい。
動機づけ衛生理論
動機づけ要因：達成すること、承認されること、仕事そのもの、責任、昇進など
衛生要因
：会社の政策と管理方式、監督、給与、対人関係、作業条件など
考えやすくするために、もう少し単純なモデルに変更しよう。たくさん項目があっても、
試験上でとっさに出てこなければ意味はない。動機づけ要因と衛生要因に該当する具体的
な制度をあらかじめ考えておくと使いやすいだろう。ここでは、以下のように考えた。
動機づけ要因は評価にまつわる項目だ。このため、「評価基準の明確化」を問題解決策
として挙げておこう。また、衛生要因は給与や作業条件にまつわる項目だ。このため、
「業
績連動型賃金」を問題解決策として挙げておこう。このように、問題点をあらかじめ想定
して準備しておくと解答時間の短縮に役立つ。
モラール向上→動機づけ衛生理論
動機づけ要因：評価基準の明確化（透明性・公平性・納得性）
衛生要因
：業績連動型賃金
能力開発
能力開発は、「OJT、Off-JT、自己啓発」の３つの視点で考えていく。OJT は職場の上
司や先輩が部下や後輩に対し、具体的な仕事を通じて行う教育訓練、Off-JT は通常の業務
を一時的に離れて行う教育訓練、自己啓発は自己をより高い段階へ上昇させようとする自
主的な活動のことだ。
業務上必要なスキル等の不足については、事例の状況に応じて「OJT、Off-JT、自己啓発」
をうまく組み合わせて解答していく。
ここでのキーワードは「計画的・継続的」である。長期的な視野に立って能力開発を行
う必要性を訴えるのだ。
能力開発→計画的・継続的な視点で行う
OJT
Off-JT
自己啓発
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４．マーケティング・流通事例
事例問題を解く際は、全事例共通して次の順番で考察していく。
１．事例会社（社長）の経営理念を確認する。
２．ＳＷＯＴ分析による外部環境分析と内部資源分析を行う。
３．経営戦略（ドメイン）の設定を行う。
４．事業戦略の構築および機能別戦略の構築を行う。
マーケティング・流通事例の場合は、「４．」の段階で小売及びサービスのマーケティング
戦略を考えることになる。
４−１．小売業のマーケティング戦略
マーケティングの 4P とは、製品（Product）、価格（Price）、流通（Place）、プロモー
ション（Promotion）の頭文字４つを表したものだ。マーケティング戦略はこの 4P を適
正に組み合わせて構築される。
小規模小売店のマーケティング戦略は、4P のうち製品とプロモーションが特に重要だ。
大手の競合店は大量仕入れによる低価格化や立地、店舗規模における大量物流の面で強み
を持っているからだ。小規模小売店では、地域に密着して築いた信頼関係や専門知識に裏
付けされたこだわりの商品、顧客に対するきめ細かなアドバイスによって、大手競合との
差別化を図る方向性を考える。
４−２．サービス業のマーケティング戦略
サービスには、無形性、不可分性、変動性、消滅性、等の特性がある。
無形性 ：サービスは「形」がないので、品質を評価することが難しいという特性
不可分性：サービスは生産と消費が同時に発生するので、分けることができないとい
う特性
変動性 ：サービスは従業員の習熟度等の影響により、品質が変動するという特性
消滅性 ：サービスは在庫として保存することができないという特性
また、サービス業では、「企業」「顧客」「接客要員（CP:contact personel）」の 3 者を
頂点としたサービスト・ライアングルによって相互間のマーケティングを考える必要があ
る。従来の企業と顧客間のマーケティングをエクスターナル・マーケティング、企業と
CP の間をインターナル・マーケティング、CP と顧客との間をインタラクティブ・マーケ
ティングと呼ぶ。顧客満足向上には、従来の顧客向けのマーケティングだけでなく、イン
ターナル・マーケティングによって顧客の接点である CP の満足度や習得度を向上させる
ことが重要だ。
サービス・トライアングル
エクスターナル・マーケティング（企業→顧客）
商品戦略、サービス戦略、需給調整戦略
インターナル・マーケティング（企業→ CP）
インセンティブ、能力開発・教育訓練、マニュアル・標準化
インタラクティブ・マーケティング（CP ⇔顧客）
サービス・エンカウンター、顧客満足度の向上

Copyright(C) 2010 @yorikatu All rights reserved.

11

時系列的なサービス方法の移り変わり
Before：広告・DM、Pull 戦略、商品情報
↓
In：接客技術、Push 戦略、ISM
↓
After：苦情処理、認知不協和の解消
４−３．マーケティング事例に必要な知識
売上＝客数 × 客単価
客数＝既存顧客＋新規顧客
客単価＝平均買上単価 × 買上点数
利益＝売上－費用
マーケティング事例における IT の活用について
マーケティング事例で重要な情報システムは、顧客カードシステムと POS システムで
ある。
顧客カードシステムの活用方法
顧客データの分析→優良顧客・リピーターの維持拡大
RFM 分析：Recency( 最新購買日 )、Frequency( 購買頻度 )、Monetary( 購買金額 ) に
よる顧客のランク付け
FSP：Frequent Shoppers Program（フリークエント・ショッパーズ・プログラム）
顧客にポイントカードを発行し、購入量・購入頻度などに応じて段階的に付加サ
ービスを提供することで優良顧客の維持拡大を図る。
POS システムの活用方法
売れ筋や死に筋商品の把握
→最適な品揃えや死蔵在庫の処分など商品在庫の適正化に活用
時間や曜日別の繁忙期・閑散期の把握
→最適なレイバースケジュールの構築など従業員管理に活用
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４−４．スモールビジネス・マーケティング
マーケティング・流通事例を考察するにあたり岩崎邦彦先生の著書、
「スモールビジネス・
マーケティング―小規模を強みに変えるマーケティング・プログラム」の熟読は避けて通
れない。
ここでは、岩崎邦彦先生の著書、
「スモールビジネス・マーケティング」をまとめてみた。
この本は必ず購入して熟読してほしい。
スモールビジネス・マーケティング
①「中小規模店選好セグメント」の特性
本格志向
店のこだわり、店の個性、店の専門性
人的コミュニケーション志向
店員とのコミュニケーション
店員のアドバイス、提案
関係性志向
ここと決めた店あり、気に入った店は長く利用
②小規模メリット活用型マーケティングの体系
小規模メリット活用型マーケティングの実現
本格化マーケティング
関係性重視型マーケティング
↓融合
人的コミュニケーション重視型マーケティング
③コア基盤＝「幹」をつくる
経営資源＝「根」
a.「目に見える資源」…設備、人手、資金など
b.「目に見えない資源」
…専門知識・独自の経験、ノウハウ・技術、顧客の信用・ブランド
c.「小規模特性」
…真空地帯の対応力、変化対応力、地域密着力、対面販売力、個性化力
b. と c. を融合⇒持続的競争優位
④小規模メリット活用型マーケティングの実践に向けて
トライアルを積極的に推進する経営者意識
現状維持は「後退」を意味する
トライアルと成果のフィードバック回路を ”ON” にする
⑤本格化マーケティング
競争優位性のコア基盤の確立
「幹」をつくる
「目に見えない資源」と「小規模特性」の融合
品揃え形成
独自性の高いコア商品の形成
アソートメント（商品の組合せ）の拡充
想定ターゲットの絞込み
「いかに安く売らずに済むか」を考える
ハイクオリティ、ライトプライスによる価値の向上
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品質、こだわりの視覚化
小売段階でも独自の価値を付加する
形態変化による価値創造（財の加工）
商品のコーディネートによる価値創造
目に見えない価値の付加（サービス、情報、学び、体験）
⑥人的コミュニケーション重視型マーケティング
人的コミュニケーション
フレンドリーサービス：競争の前提
人を通じた情報の伝達：差別化のキー
双方向のコミュニケーション
情報の発信：情報提供、提案（店の独自性、強み、専門性、個性、こだわり）
情報の受信：意見、要望、苦情
ヒトのマネジメント
周到な採用
販売員の意識改革
販売員満足度の向上
販売員の専門性強化、能力開発への投資
販売員への権限委譲
コミュニケーション活動に対する評価
くちコミの発生
「記憶しやすく、伝えやすい」×「伝えたくなる」
悪いくちコミの抑制
> 顧客満足保証の姿勢や交換、返金、修理などにたいする方針を顧客に周知
> 顧客が不満や苦情をできるだけ言いやすくする
→苦情へ適切に対処する
⑦関係性重視型マーケティング
顧客維持活動
ロイヤルティカード・プログラム
顧客情報の利用方法
> 優良顧客の発掘
> 優良顧客のプロファイルの把握
> 特定顧客に対象を絞ったプロモーションの実施
> クロス購買分析によるプロモーションの効率化、提案販売
> バスケット分析（併買分析）による品揃えの見直し、
売場や棚のレイアウトの見直し
> ダイレクトメール（DM）のレスポンス率の向上
> 商圏分析、地域シェア分析による販促エリアの検討
販売員との人的コミュニケーション
顧客との継続的接触
接触機会
> 顧客の個人的イベント（誕生日、記念日など）
> 商品のサイクル（購買後まもなく、保証期間終了前など）
> 顧客の購買サイクル（買い替え時期など）
> 変化（季節の変わり目、新アイテムの導入時など）
> 顧客の変化（住所変更、特定商品の購入など）
売場（売場づくり・品揃え）の変化
顧客維持活動→顧客満足度向上→ストアロイヤルティ
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５．生産・技術事例
事例問題を解く際は、全事例共通して次の順番で考察していく。
１．事例会社（社長）の経営理念を確認する。
２．ＳＷＯＴ分析による外部環境分析と内部資源分析を行う。
３．経営戦略（ドメイン）の設定を行う。
４．事業戦略の構築および機能別戦略の構築を行う。
生産・技術事例の場合は、「４．」の段階で生産・技術戦略を考えることになる。
５−１．生産・技術戦略
生産・技術戦略は、生産性や収益性の向上が目的だ。この目的を達成するために QCD
（Quality 品質・Cost コスト・Delivery 納期）の視点から問題点を考察し、その改善策
を提案していく。
例えば、既存製品の低価格化や取引先への短納期対応という問題点に対し、管理体制の
強化や従業員の能力開発といった改善策を提案するのだ。管理体制においては「品質管理
(Q)、原価管理 (C)、工程管理 (D)」といった各管理手法から改善策を考察し、従業員の能
力開発においては「OJT、Off-JT、自己啓発」や「多能工化」などの視点から改善策を考
察する。また、PDCA サイクルによる「計画（plan）、実行（do）、評価（check）、改善（act）」
という視点も使いやすい改善提案の一つだ。
事例企業の究極的な課題は、「製品の高付加価値化」と「生産リードタイムの短縮（短
納期対応）」を実現することだ。この課題を実現することにより、生産性や収益性の向上
が図られることになる。
生産・技術事例の特徴
生産・技術事例は、一段落毎に設問で聞かれる論点がまとまっている。マーケティング
事例のように顧客ニーズや問題点などの論点が点在していないので、解答するために使用
する文章を特定しやすい。
また、生産性と収益性の向上という両面を考えるため、生産的な問題ばかりではなく営
業的な問題も改善しなければならない。与件文のなかで生産部門と営業部門の連携が悪い
ことを指摘している場合は、必ずその連携を改善するように求められる。
さらに、IT 活用の設問が必ず用意されているのも特徴の一つだ。LAN やインターネッ
ト活用による情報交換、データベースによる一元管理化など、IT を活用することにより
顧客対応を強化する手法は抑えておく必要がある。
生産・技術戦略
品質管理、原価管理、工程管理の強化
↓↑
マーケティング戦略
顧客対応力の強化：IT の活用
生産管理
需要の３要素 ：QCD → Quality 品質・Cost コスト・Delivery 納期
生産の３要素 ：3M → Man 人・Material 材料・Machine 機械
生産の基本機能：設計・調達・作業
第１次管理（合理化の手段）：
品質管理・原価管理・工程管理
第２次管理（１次管理の補完）：
基本機能に関する管理→設計・資材・作業管理
３Ｍに関連する管理→人事管理・設備管理・外注管理・作業管理等
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生産形態
注文と生産の時間的関係：
受注生産 ( 特注品 )
見込生産 ( 標準品 )
生産数量と品種：
多品種少量生産
中量生産
少品種多量生産
仕事の流し方：
個別生産
ロット生産
連続生産
工程管理 改善の方向性
生産計画：期間別計画（大・中・小日程）、要素別計画（手順・工数・負荷）
生産能力を適切に把握して付加を平準化した生産計画に改善することにより、原価低
減と短納期化を図る。
生産計画の短サイクル化を図ることにより、小ロット・短納期注文に対応する。
生産統制：進捗管理・余力管理・現品管理
工程の進度管理を営業先で把握することにより、顧客に対して正確な納期を即答する。
工程の余力情報を営業先で把握することにより、顧客に対して新規受注品の納期を即
答する。
工場の進度情報、余力情報をデータベースで全社的に一元管理することにより顧客対
応力を強化する。
ラインバランシング
生産ライン上に割付けられた各工程の作業時間のバラツキを減らし、作業負荷を平準
化する。
多能工化
段取り時間の短縮 ( 内段取りの外段取り化 )
進度管理 ( 差立、ガントチャート、製造三角図、流動数曲線 )
発注・納期管理 ( カムアップシステム )
ABC 分析
3S ( 標準化、専門化、単純化 )
Standardization：標準化→使用例：部品点数の削減提案
Specialization：専門化
Simplification: 単純化
5S
整理、整頓、清掃、清潔、躾
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６．財務事例
事例問題を解く際は、全事例共通して次の順番で考察していく。
１．事例会社（社長）の経営理念を確認する。
２．ＳＷＯＴ分析による外部環境分析と内部資源分析を行う。
３．経営戦略（ドメイン）の設定を行う。
４．事業戦略の構築および機能別戦略の構築を行う。
財務事例の場合は、「４．」の段階で財務戦略を考えることになる。
６−１．財務戦略
財務事例の場合もＳＷＯＴ分析を行う。分析した結果をもとに第 1 問目の経営分析で事
例企業の財務的な問題点を指摘し、続く第 2 問目以降でこの問題点を解決していく形だ。
財務戦略の基本は経営分析だ。経営分析は、損益計算書や貸借対象表の数字、つまり売
上高や在庫量などの定量的な分析だけではなく、与件で与えられた外部環境の変化や事例
企業の状況といった定性的な分析も加えて行わなければならない。つまり、利益率の数字
が悪化したことを単に解答するのではなく、数字が悪化した原因まで考えて解答を行わな
ければならないということだ。
経営分析で指摘した問題点は、後に続く設問で解決していく。まず、損益分岐点分析や
キャッシュフロー分析を通して問題の原因究明がなされる。次に、投資の経済性計算や商
品ミックスの最適化を考察することにより、商品開発力や限界利益率の向上を図ることで
収益性を改善していく。
経営分析 主な指標
売上高対総利益率
→商品の低価格化、多様化、値引き圧力などの与件情報があるとき
売上高対営業利益率
→利益を圧迫している販管費、人件費などの与件情報があるとき
売上高対経常利益率
→借入金による金利負担が大きいなどの与件情報があるとき
商品（棚卸資産）回転率
→商品の多品種化による在庫増加などの与件情報があるとき
有形固定資産回転率
→有形固定資産の有効活用ができていないなどの与件情報があるとき
売上債権回転率
→与信管理がうまくいっていないなどの与件情報があるとき
流動比率
→全体的に流動資産が少なく、短期支払い能力の低さを指摘するとき
当座比率
→特に現金・預金が減少しており資金繰りが厳しいとき
自己資本比率
→借り上げ金が多いとき
売上高対売上原価率
→売上原価が特に大きく、費用負担を強調したいとき
販売費・管理費比率
→販管費が特に大きく、費用負担を強調したいとき
売上高対人件費比率
→人件費が特に大きく、費用負担を強調したいとき
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経営分析 問題点の書き方
利益率
～ ( 与件の問題点 ) のため、収益性が低い点である。
～ ( 与件の問題点 ) のため、収益を圧迫している点である。
回転率
～ ( 与件の問題点 ) のため、資産効率が悪い点である。
安全性
流動比率、当座比率：～ ( 与件の問題点 ) のため、短期支払い能力が低い点である。
自己資本比率：～ ( 与件の問題点 ) のため、資本の安定性が低下している点である。
損益分岐点分析とキャッシュフロー分析への対応は必須
損益分岐点分析の言い回し例
> Ｄ社が経営政策をこのまま続けると、変動費率は一定のため、売上高の減少に伴い、
固定費を賄いきれず営業赤字に陥る状況になる。
> 平成１７年度の損益分岐点の特徴は、平成１６年度に比べて労務費や減価償却費等
の固定費が増加するものの、販売単価の上昇や運搬費の削減効果などで限界利益率
が向上する結果、損益分岐点比率が改善されることである。
キャッシュフロー分析の言い回し例
> Ｄ社は、営業赤字や在庫増加による営業活動キャッシュフローの減少を投資・財務
活動で賄えずキャッシュが流出している状況である。
> Ｄ社のキャッシュフローは減少している。理由は、売上債権や営業外費用の増加が
影響して営業活動によるキャッシュアウトおよび投資活動によるキャッシュアウト
を財務活動によるキャッシュインで補えなかったためである。
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６−２．電卓の操作方法
中小企業診断士 2 次試験では、電卓の使用が許されている。電卓は財務事例では必須の
ツールであり、この扱い方をマスターすることによって、計算時間が短縮できる。今回は、
電卓の便利な機能について紹介しようと思う。
今回紹介する機能は、CASIO 社製の電卓を使ったものだ。SHARP 社製の電卓はキーの
押し方が若干異なっているようなので、インターネットなどで調べてほしい。
クリアキー
ＡＣ：オールクリアキー。すべての入力を消去する。
Ｃ：クリアキー。最後に入力した数値だけを消去する。
桁下げキー
＞：数字の入力ミスを一桁ずつ訂正する。（▲マークの付いたキー）
例題
100,000「＞」10,000
10,000「＞」1,000
※誤って「0」を多く入力してしまった時などに使用する。
メモリキー
Ｍ＋：表示されている数値をメモリへ加える時に使用する。
Ｍ－：表示されている数値をメモリから減じる時に使用する。
ＭＲ：メモリ内に記憶されている数値の合計を表示する時に使用する。
ＭＣ：メモリ内に記憶されている数値を消去したい時に使用する。
例題
(1)（150 ＋ 165）－（235 － 160）＝
150「＋」165「Ｍ＋」…左側のカッコ
235「－」160「Ｍ－」…右側のカッコ
「ＭＲ」240
(2)（500 ＋ 100）／｛1 －（500÷1250）｝＝
1「Ｍ＋」500「÷」1250「Ｍ－」…分母の計算をメモリに記憶する。
500「＋」100「÷」…分子を計算する。
「ＭＲ」「＝」1000…メモリ（分母の計算結果）を呼び出す。
※分母を先にメモリに記憶させる
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グランドトータルキー
ＧＴ：複数の計算結果を合計する。
→投資の経済性計算で正味現在価値（NPV）を求める時などに使用する。
例題
設備取得価額 5,000、残存価額 0、割引率 5%
この投資によってもたらされるキャッシュフローが
1 年目 1,500、2 年目 2,000、3 年目 2,500 の場合の NPV
1,500「÷」1.05「＝」…1 年目の計算
2,000「÷」1.05「÷」1.05「＝」…2 年目の計算
2,500「÷」1.05「÷」1.05「÷」1.05「＝」…3 年目の計算
「ＧＴ」「－」5,000「＝」402…1 ～ 3 年目を合計し正味現在価値を計算する。
※小計の際に「＝」を押すことが必要
さまざまな数字を一定の数字で割る計算
→利益率計算などで使用する。
例題
売上高 200、売上総利益 40、営業利益 10、経常利益 5 の場合
売上高 200「÷」「÷」…売上高を分母に設定
40「＝」…売上総利益率 0.2 → 20%
10「＝」…営業利益率 0.05 → 5%
5「＝」…経常利益率 0.025 → 2.5%
累乗計算
ある数字の 2 乗、3 乗、4 乗…を求める計算
「×」「×」「＝」で 2 乗、さらに「＝」で 3 乗、さらに「＝」で 4 乗…
→年金現価係数を計算する時などに使用する。
例題
資本コスト率が年間 7%、年数が 5 年のときの年金現価係数
1「÷」1.07「＝」…1 年目
「×」「×」「＝」…2 年目
「＝」…3 年目
「＝」…4 年目
「＝」…5 年目
「ＧＴ」…5 年目の年金現価係数
さらに理解を深めたい人は、「税理士・公認会計士受験生のための新版電卓操作の本」
堀川 洋 ( 著 ) など多数の本が出ているので参考にしてほしい。これから何年も共にする電
卓なので、少し値が張っても良いものを購入しておきたい。購入する時の基準は 12 桁表示、
ルートキー、ＧＴキーが備わっていることである。
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III．平成 21 年度

二次試験への対応

１．組織・人事事例
１−１．平成 21 年度 組織・人事 問題
A 社は、地方都市 W 市に拠点をおく菓子メーカーである。資本金 4,000 万円、店舗数
15 店舗で、前年売上高約 12 億円、従業員はパート・アルバイト社員を含めて 130 名程
度である。もともと、地元で採れた農産物を主原料とした地産地消の安全安心な菓子づく
りをモットーに、和菓子をメインに評判を得てきた老舗菓子メーカーである。1 年半ほど
前に、事業拡大を企図して地元の洋菓子メーカー F 社を傘下に収め、今日に至っている。
F 社を傘下に収める以前、A 社は W 市市内の工場で生産した菓子を、地元デパートや
県内の観光名所にある 10 店舗で販売していた。販売員を含め 120 名程度の従業員のうち
80%近くが、パート・アルバイト社員であった。
A 社社長が創業者の先代社長から事業を引き継いで以降、A 社の売り上げはほぼ横ばい
であった。地元限定の地産地消のビジネスモデルでは、現状以上の市場拡大が望めないと
判断した成長志向の強い A 社社長は、4 年ほど前に大都市圏市場への進出を計画し、すぐ
さまそれを実現した。大都市圏内のデパート進出に際して W 市地区産の原材料にこだわ
る一方で、市場や噂好の違いに配慮して創作菓子にも取り組み、地元の店とは違った店舗
コンセプトも打ち出した。地元農家と専属契約を結び原材料の確保を図ると同時に、社内
コンテストの開催、社外の菓子職人やコンサルタントへの依頼などによって新しい創作菓
子の開発に積極的に取り組んだ。初めてデパートで採用した創作菓子では、工場から半製
品を輸送して売場の顧客の目の前で完成品に仕上げる手法を取り入れた。
さらに、大都市圏市場の拡大を目指す A 社社長は、高級スーパーへの納品にも挑戦した。
当初取引に難色を示していた高級スーパーも、物産展での試験販売が好評であったことか
ら取引を承諾した。
こうした大都市圏進出によって、A 社の亮上高は 20%程度伸張し、9 億円を超えるまでに
成長した。この成功の要因のひとつは、原材料重視というコンセプトが消費市場の食の安
全に対する意識や自然志向の高まりにマッチしたことである。また、同じ時期に開始した
インターネットを活用した通信販売も思いのほか反響が大きく、A 社の業績を高めただけ
でなく、A 社と契約していた W 市周辺地区の特産品とその生産農家の知名度を高めるこ
とにもなった。
確かに、こうした大都市圏での事業展開は成長をもたらしたが、同時に生産体制や販売
体制の整備などで新たな対応が求められた。地方都市と比べて競争が激しく市場ニーズの
変化が速い大都市圏では新奇さを打ち出すことが必要で、定期的に目先を変える新作菓子
を生み出す体制の整備が課題となってきた。とはいえ、これまで W 市地区特産原材料へ
のこだわりを武器に事業展開してきた A 社に、卓越した商品開発のノウハウが備わって
いたわけではなかった。
他方、大都市圏での事業展開など事業拡大を模索している中で、A 社と取引のある地
元の G 信用金庫から F 社の買収の具体的な話が持ち込まれていた。幾度となく提示され
た案件であったが、A 社社長は逡巡していた。A 社に買収される直前の F 社は、資本金
1,000 万円、従業員数 50 名 ( うちパート・アルバイト社員約 20 名含む )、売上高約 3 億
円で、市内に店舗併設工場を 2 カ所所有していた。創業当初から F 社に勤めていた菓子職
人の技術がその評判を支え、A 社同様、W 市周辺のデパートや観光名所などに 12 店舗を
出店していた。しかし、2000 年以降、W 市郊外にも次々と大規模なショッピングセンタ
ーがオープンし有名洋菓子店が出店したために、周辺の競争は一挙に激化した。売り上げ
が 3 年間で 30%近く落ち込んでしまった F 社は、パート・アルバイト社員を中心に人員
整理を断行した。その上、後継者問題か顕在化し事業継続を断念せざるを得なくなってし
まった。G 信用金庫の強い後押しもあって、最初の提案から 2 年以上の年月を経て A 社
社長は F 社の買収を決定することになる。
完全所有の子会社として A 社社長が F 社のトップも兼任し、2 つのブランドを継続させ
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た。F 社を傘下に取り込んだ後、A 社社長は、地元に展開していた両社の店舗ネットワー
クの再編に取り組んだ。早期に経営体質の強化を図るために、両社で重複している売場の
整理統合、死に筋商品の排除と売れ筋商品への絞り込みによって経費削減を進めた。また、
生産ラインにもメスを入れた。F 社の工場 1 つも閉鎖され、そこで生産を統括していた洋
菓子職人の 1 人と数人の職人が A 社の工場に配置転換され、その他の職人は F 社のもう
1 つの工場に残った。最終的に、A 社と F 社の従業員 40 名程度の人員整理を実施した。
しかし、昨年来の景気低迷で、消費市場はますます厳しさを増し、大都市圏でのデパー
トや高級スーパーの事業も大幅に落ち込んだ。A 社の売り上げも、W 市地域では F 触買
収前の売上高にまで落ち込む月も見られるようになった。大都市圏のデパート・スーパー
に当初から投入していた商品の売り上げに支えられ、かろうじて営業を続けているが、こ
うした厳しい状況が続くと大都市圏事業の見直しをも迫られるのが実情である。
第 1 問 ( 配点 20 点 )
F 社を買収する以前の A 社、および A 社に買収される以前の F 社は、それぞれ W 市周
辺で有力な菓子メーカーであった。和菓子、洋菓子といった取扱商品に違いがあるものの、
A 社と F 社の強みには、どのような違いがあると考えられるか。150 字以内で述べよ。
第 2 問 ( 配点 20 点 )
金融機関の後押しがあったにもかかわらず、当初、A 社社長は、F 社を傘下に収めるこ
とに対して、積極的、前向きではなかった。その理由として、どのようなことが考えられ
るか。F 社が直面していた財務上の問題以外で考えられる点について、100 字以内で述べよ。
第 3 問 ( 配点 20 点 )
A 社が F 社を傘下に収めた結果、買収された F 社の従業員に比べて、買収した A 社の
従業員のモラールが著しく低下してしまった。両社の人事構成を踏まえた上で、その理由
について、100 字以内で述べよ。
第 4 問 ( 配点 20 点 )
A 社社長は、生産体制を見直す際に、F 社出身のベテランの洋菓子職人を A 社工場の責
任者に任命した。こうした施策を講じることによって、どのような成果や効果を期待した
と考えられるか。100 字以内で述べよ。
第 5 問 ( 配点 20 点 )
現在、A 社は、地元市場の不振と、景気低迷に伴う大都市圏事業の縮小といった厳しい
経営状況に直面している。急速な業績回復が期待できない中で、短期的に売り上げを増進
させるための具体的施策について、中小企業診断士として助言を求められた。どのような
助言を行えばよいか、150 字以内で述べよ。
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１−２．平成 21 年度

組織・人事

解答

第 1 問 ( 配点 20 点 )
F 社を買収する以前の A 社、および A 社に買収される以前の F 社は、それぞれ W 市周
辺で有力な菓子メーカーであった。和菓子、洋菓子といった取扱商品に違いがあるものの、
A 社と F 社の強みには、どのような違いがあると考えられるか。150 字以内で述べよ。
まず題意から考えよう！
題意：A 社と F 社の強みには、どのような違いがあると考えられるか？
解答の骨子
例 1：A 社と F 社の強みには、～のような違いがある。具体的には、
① A 社の強みは～であり、
② F 社の強みは～であるといった違いがある。
例 2：強みにおける A 社と F 社の違いは、
① A 社は、～という強みを持ち、
② F 社は、～という強みを持つことである。
次に制約条件を考える！
制約条件：和菓子、洋菓子といった取扱商品に違いがあるものの
取扱商品に対する違いは使用できない。
与件を活用する！
A 社の強み：
「もともと、地元で採れた農産物を主原料とした地産地消の安全安心な菓子づくりをモ
ットーに、和菓子をメインに評判を得てきた老舗菓子メーカーである」
「地元農家と専属契約を結び原材料の確保を図ると同時に」
「この成功の要因のひとつは、原材料重視というコンセプトが消費市場の食の安全に対
する意識や自然志向の高まりにマッチしたことである。また、同じ時期に開始したイン
ターネットを活用した通信販売も思いのほか反響が大きく、A 社の業績を高めた」
「これまで W 市地区特産原材料へのこだわりを武器に事業展開してきた」
F 社の強み：
「創業当初から F 社に勤めていた菓子職人の技術がその評判を支え」
問題の階層を考える！
強みについての設問→環境分析レベル
対応方法：II. 各事例の対応方法 1. 環境分析と 2. 経営戦略
究極の切り口（内部・外部）
内部：
強みを強化する→目に見えない経営資源の強化
弱みを克服する→管理体制の強化、経営資源の有効活用
外部：
市場面への対応→顧客ニーズへの対応、顧客関係性の強化
競合面への対応→差別化による競争優位性の獲得
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以上から導き出した解答
題意：例 2 を使用
与件文をまとめる：強みは、「～力」という表現を使うとまとめやすい
切り口：外部と内部
「強みにおける A 社と F 社の違いは、① A 社は、食の安全、自然志向という消費市場
のニーズにマッチした W 市地区産のこだわりの原材料調達力とインターネットを活用
した通信販売力という外部環境に対する強みを持ち、② F 社は、創業当初からの評判を
支える菓子職人の技術力という内部資源に対する強みを持つことである。」147 字
第 2 問 ( 配点 20 点 )
金融機関の後押しがあったにもかかわらず、当初、A 社社長は、F 社を傘下に収めるこ
とに対して、積極的、前向きではなかった。その理由として、どのようなことが考えられ
るか。F 社が直面していた財務上の問題以外で考えられる点について、100 字以内で述べよ。
まず題意から考えよう！
題意：その理由として、どのようなことが考えられるか？
解答の骨子
例 1：理由は、①～であるため、②～であるため、と考えられる。
例 2：F 社を傘下に収めることに対して、積極的、前向きではない理由は、
①～であるため、
②～であるため、と考えられる。
※理由を述べるときは、納得性を高めるため 2 つ以上の理由を挙げる。
※例 1 は①と②の部分で因果関係を明確に書くようにする。
→「～により、～であるため」「～することで、～になるため」という表現を使う。
※例 2 は書くことがうまく思い浮かばなくて、マス目を埋めるのに困った時に使う。
→例 1 に比べてマス目を 27 文字分多く使用している。
次に制約条件を考える！
制約条件：F 社が直面していた財務上の問題以外で考えられる点について
「売り上げが 3 年間で 30%近く落ち込んでしまった」という与件は使えない。
与件を活用する！ ※「しかし」と書かれた部分は要チェック！
A 社社長が、F 社を傘下に収めることに対して、積極的、前向きではなかった理由：
①「和菓子をメインに評判を得てきた老舗菓子メーカーである」
「2 つのブランドを継続させた」
→洋菓子メーカーを買収することで、和菓子老舗ブランドの希薄化を恐れたため
②「しかし、2000 年以降、W 市郊外にも次々と大規模なショッピングセンターがオー
プンし有名洋菓子店が出店したために、周辺の競争は一挙に激化した。」
→有名洋菓子店が出店したことで、競争が激化したため
③「早期に経営体質の強化を図るために、両社で重複している売場の整理統合、死に筋
商品の排除と売れ筋商品への絞り込みによって経費削減を進めた」
「F 社の工場 1 つも閉鎖され」
→売場や工場等の内部資源が重複することで、経費が増大するため
問題の階層を考える！
経営理念・経営戦略などの上位レベル
「A 社社長の思い」は要チェック項目！
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以上から導き出した解答：
題意：例 1 を使用
該当する与件文をただまとめるだけ
「理由は、①洋菓子メーカーを買収することで、和菓子老舗ブランドの希薄化を恐れた
ため、②有名洋菓子店が出店したことで、競争が激化したため、③売場や工場等の内部
資源が重複することで、経費が増大するためである。」101 字
第 3 問 ( 配点 20 点 )
A 社が F 社を傘下に収めた結果、買収された F 社の従業員に比べて、買収した A 社の
従業員のモラールが著しく低下してしまった。両社の人事構成を踏まえた上で、その理由
について、100 字以内で述べよ。
まず題意から考えよう！
題意：その理由について、100 字以内で述べよ
解答の骨子
例 1：理由は、～のためである。具体的には、
①～のため、
②～のため、である。
例 2：両社の人事構成は～である。モラール低下の理由は、～のためである。
※例 1 の①と②の部分で具体的な理由を述べるときは、因果関係を明確に書くように
する。
→「～により、～であるため」「～することで、～になるため」という表現を使う。
次に制約条件を考える！
制約条件：両社の人事構成を踏まえた上で
A 社の人事構成と F 社の人事構成を比較する。
与件を活用する！
A 社の人事構成 ( 買収前 )：
「従業員はパート・アルバイト社員を含めて 130 名程度である」
「販売員を含め 120 名程度の従業員のうち 80%近くが、パート・アルバイト社員であった」
→「パート・アルバイト社員」は字数が多いため「非正規社員」と表現する。
→ A 社は 80%近くが非正規社員である。
F 社の人事構成 ( 買収前 )：
「従業員数 50 名 ( うちパート・. アルバイト社員約 20 名含む )」
「売り上げが 3 年間で 30%近く落ち込んでしまった F 社は、パート・アルバイト社員を
中心に人員整理を断行した」
→ F 社は買収前の人員整理により正規社員が多い。
買収後の A 社の人事構成：
「そこ ( 閉鎖された F 社の工場 ) で生産を統括していた洋菓子職人の 1 人と数人の職人
が A 社の工場に配置転換され、その他の職人は F 社のもう 1 つの工場に残った。最終
的に、A 社と F 社の従業員 40 名程度の人員整理を実施した」
→買収後の人員整理は A 社の非正規社員を中心に行われたと考えられる。
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問題の階層を考える！
A 社の従業員のモラールについて→人事戦略レベル
II. 各事例の対応方法 3. 組織・人事事例
人事戦略は、モラール向上と能力開発の視点で考える。
モラール向上策は動機づけ衛生理論の視点で考える。
動機づけ衛生理論
動機づけ要因：達成すること、承認されること、仕事そのもの、責任、昇進など
衛生要因
：会社の政策と管理方式、監督、給与、対人関係、作業条件など
A 社の従業員のモラールが著しく低下していることから、A 社の衛生要因が悪化してい
る方向性を記述する。
→作業条件の悪化により、A 社の従業員のモラールが著しく低下した。
以上から導き出した解答：
題意：例 2 を使用
与件文をまとめる
人事戦略の考え方から決め台詞を探す
「A 社は 80%近くが非正規社員であり、F 社は買収前の人員整理により正規社員が多い。
モラール低下の理由は、買収後の人員整理が A 社の非正規社員を中心に行われ、A 社
の従業員が作業条件の悪化を強く感じた為である。」100 字
第 4 問 ( 配点 20 点 )
A 社社長は、生産体制を見直す際に、F 社出身のベテランの洋菓子職人を A 社工場の責
任者に任命した。こうした施策を講じることによって、どのような成果や効果を期待した
と考えられるか。100 字以内で述べよ。
まず題意から考えよう！
題意：A 社社長は、どのような成果や効果を期待したと考えられるか
解答の骨子
例 1：A 社社長は、①成果として～、②効果として～、を期待したと考えられる。
例 2：A 社社長は、①～、②～、という成果や効果を期待したと考えられる。
※①と②の部分で具体的な事柄を述べるときは、因果関係に注意して書くようにする。
→「～により、～である」「～のため、～である」という表現を使う。
（ただし、今回は、因果関係の表現は使わなかった。）
次に制約条件を考える！
制約条件：F 社出身のベテランの洋菓子職人を A 社工場の責任者に任命による成果や効果
成果や効果を期待している→ A 社社長は、「あるべき姿」とのギャップを感じている
→ギャップを形成している A 社の問題点を探せ！
「効果」というだけでも良いところ、「成果や効果」とあえて 2 つ挙げている
→少し気になる…。
切り口を「成果」と「効果」にすべきか？
広辞苑より
成果：なしえたよい結果。
効果：ある行為によって得られた、期待通りのよい結果。
ある成果によって何らかの効果が発生する感じ？良く分からない…。
切り口にはせず、「成果や効果」と一緒にしてごまかす。
→「～という成果や効果を期待したと考えられる。」という表現でいいや。
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与件を活用する！
A 社の問題点：A 社社長は、この問題点を克服して「あるべき姿」になることを期待した。
「確かに、こうした大都市圏での事業展開は成長をもたらしたが、同時に生産体制や販
売体制の整備などで新たな対応が求められた」
「地方都市と比べて競争が激しく市場ニーズの変化が速い大都市圏では新奇さを打ち出
すことが必要で」
「定期的に目先を変える新作菓子を生み出す体制の整備が課題となってきた」
「A 社に、卓越した商品開発のノウハウが備わっていたわけではなかった」
「そこで生産を統括していた洋菓子職人の 1 人と数人の職人が A 社の工場に配置転換さ
れ、その他の職人は F 社のもう 1 つの工場に残った」
→新奇さや目先を変えた新作菓子を生み出す体制の整備ができていない
→卓越した商品開発のノウハウが備わっていない
問題の階層を考える！
あからさまな組織戦略の問題が見当たらない→この問題が組織戦略か？
体制の整備が課題→組織戦略レベルとしても良いのでは…？
組織戦略は、組織構造と組織文化の視点で考える。
組織構造：新作菓子が生産できる組織体制
組織文化：商品開発のノウハウが継承できる組織文化
以上から導き出した解答：
題意：例 2 を使用
与件文から問題点を抽出→克服へ
組織戦略の切り口そのまま
「A 社社長は、①ベテランの洋菓子職人によって卓越した商品開発のノウハウが継承で
きる組織文化の醸成と、②新奇さや目先を変えた新作菓子が生産できる組織体制の整備、
という成果や効果を期待したと考えられる。」98 字
第 5 問 ( 配点 20 点 )
現在、A 社は、地元市場の不振と、景気低迷に伴う大都市圏事業の縮小といった厳しい
経営状況に直面している。急速な業績回復が期待できない中で、短期的に売り上げを増進
させるための具体的施策について、中小企業診断士として助言を求められた。どのような
助言を行えばよいか、150 字以内で述べよ。
まず題意から考えよう！
題意：短期的に売り上げを増進させるための具体的施策について、どのような助言を行え
ばよいか
解答の骨子
例 1：助言は、～である。具体的施策は、
①～、
②～することで短期的に売り上げを増進させることである。
例 2：短期的に売り上げを増進させるため、
①～、
②～、という施策を助言する。
※①と②の部分で具体的な事柄を述べるときは、因果関係に注意して書くようにする。
→「～により、～である」「～のため、～である」という表現を使う。
次に制約条件を考える！
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制約条件：
・地元市場の不振→地元はダメ、新しい市場を考える必要がある
・大都市圏事業の縮小→大都市圏での成長は期待できない、立地条件を武器にできない
・急速な業績回復が期待できない中で、短期の売り上げを増進させる
→即効性のある施策が必要、外部環境悪化により内部資源の強化が必要
・中小企業診断士として→一次知識、白書の知識、客観性と論理性、多面的な視点
A 社の強みである「インターネットを活用した通信販売」の強化を行う方向性か？
理由①：立地条件に関係なく、全国の市場に商品を販売できるため。
理由②：現在、すでに通信販売を行っており短期に販売体制が強化できるため。
与件を活用する！
「社内コンテストの開催、社外の菓子職人やコンサルタントへの依頼などによって新し
い創作菓子の開発に積極的に取り組んだ」
→社内の能力開発、社外リソースの活用による能力開発は可能：能力開発の視点
「大都市圏市場の拡大を目指す A 社社長は、高級スーパーへの納品にも挑戦した」
→高級化による売り上げの確保
「販売体制の整備などで新たな対応が求められた」
→販売体制の整備が必要
「死に筋商品の排除と売れ筋商品への絞り込み」→この表現は覚えておく !
→基本的な商品の絞り込みは対策済み、これ以外で売上高向上策を探す
「大都市圏のデパート・スーパーに当初から投入していた商品の売り上げに支えられ、
かろうじて営業を続けている」
→新たな売り上げをつくる商品の投入が必要
短期的に売り上げを増進させる：
組織・人事の視点→販売員の能力開発
マーケティングの視点→売上＝客数 × 客単価、顧客生涯価値・リピーター率の向上
以上をまとめると…
→①社外のコンサルタントによる社内研修や社内コンテストを活用した能力開発により
販売員のスキルを向上させて販売体制を整備する。
→②高級スーパー向けの商品と新奇な商品を定期的に打ち出すことにより客単価とリピ
ーター率を向上させてインターネットの通信販売を強化する。
問題の階層を考える！
短期的に売り上げを増進させる→商品を販売するのは人→人事戦略レベル
人事戦略は、モラール向上と能力開発の視点で考える。
モラール向上策は第 3 問で解答済み→今回は能力開発の視点で。
能力開発→計画的・継続的な視点で行う。
OJT（仕事を通じての技能継承）
Off-JT（社外研修）
自己啓発（奨励金、社内表彰制度と絡める）
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以上から導き出した解答：
題意：例 2 を使用
組織・人事（能力開発）とマーケティングの視点
能力開発の切り口は OJT、Off-JT、自己啓発
「短期的に売り上げを増進させるため、①社外のコンサルタントによる社内研修や社内
コンテストを活用した能力開発により販売員のスキルを向上させて販売体制を整備し、
②高級スーパー向けの商品と新奇な商品を定期的に打ち出すことにより客単価とリピー
ター率を向上させてインターネットの通信販売を強化することを助言する。」150 字
組織・人事事例が解き終わったわけだが、与件全文を見て欲しい。色のついた部分が解
答で参考にした部分だ。全体に渡ってほぼ均等に色が付いていると思う。与件の文章に無
駄な部分はないのである。もし、解答する上で参考にしていない部分がある場合は、解答
の方向性が間違っている可能性があるので注意すべきだ。
解答する上で最も重要な事は、設問の題意にしたがって素直に解くことである。なるべ
く、設問や与件に書かれている言葉通りに引用して解答をつくり、「A 社社長」に対して
診断結果を報告するのだ。
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２．マーケティング・流通事例
２−１．平成 21 年度 マーケティング・流通 問題
B 社は、X 市の中心部にある X 銀座商店街の一角に本店店舗を構えるスポーツ用品店で
ある。資本金 3,000 万円、従業員数 20 名、年商 5 億円で、隣接する市に 2 店舗支店を持
つ。本店を含めいずれの店舗においても、地域の学校や団体との関係を深め、緻密な商品
供給とサービスに力を入れてきた。また、従業員の顧客対応に関しても住民からの評判が
良かった。なお B 社は、本店裏にかつて倉庫と駐車場であった土地を保有しており、その
再利用を考えている。
X 市は大都市近郊にあり、人口 30 万人を抱え、古くから城下町として栄えてきた歴史
と文化や伝統を持つ商業都市である。市の中心に位置する城跡公園は市民に親しまれてい
るだけではなく、史跡や街中の寺院を訪れる観光客の数も多い。この公園を中心に市庁舎
や企業のオフィス街があり、X 銀座商店街も伝統と近代化の流れの中で時を刻んでいる。
100 年ほど前の大火事の経験から、耐火建築の蔵造りが注目され、今日の ｢蔵造りの町並
み｣ が築かれている。公園から商店街を通って徒歩 10 分ほどのところに X 駅があり、都
心部と鉄道で直結している。駅には専門店やレストランとホテルが入った駅ビルが隣接し
ている。B 社にとって幸いだったのは、駅ビルの中にはスポーツ用品店はなかったことで
ある。
X 市内には、小・中学校と高校の他に、中心部を外れた所に複数の大学のキャンパスも
あり、X 市は昔から教育水準が高いとされている。B 社は、長年にわたって、市内の学校
の体操着やクラブ活動のユニフォーム、大学のサークルのユニフォームなどの注文を一手
に受けてきた。また、B 社本店には、市内の草野球リーグやママさんバレーボールリーグ
の事務局が置かれ、試合会場の手配などを B 社はボランティアで引き受けている。その関
係でユニフォームや用品の受注も安定している。B 社が毎月発行するミニコミ誌やホーム
ページには、地元スポーツの試合結果が掲載されている。最近では、大学生を中心にフッ
トサル ( 問題文の末尾参照 ) の人気が高まり、市内でリーグ戦ができるほどにチーム数も
増えている。それに伴いフットサル用品の需要も増えてきている。
数年前、X 市の郊外に大型小売業がディベロッパーとなるショッピングセンター ( 以下
｢SC｣ という。) が出店した。この影響で、X 銀座商店街全体の売り上げも少しずつ減少
し始めた。SC 内の競合店に客を奪われた店舗の中には、後継者問題も絡んで閉店を考え
ようとするものも出てきた。SC 内には 2 つのスポーツ用品店があり、1 つは大手チェー
ンのスポーツ用品店で、もう 1 つはファッション重視のスポーツ用品店である。大手チェ
ーンのスポーツ用品店は、各種スポーツのプロ志向の需要にも応えようとする品揃えをし
ている。また、もう 1 つのスポーツ用品店は、若者向けスポーツカジュアルのファッショ
ンに重点を置いた品揃えを行っている。
最近、X 市の中心部では、出社前や昼休み、そして早朝や夕方に公園周辺をウォーキン
グやジョギングする人が増えている。週末や休日になると、さらにその人数は増加してお
り、高齢者の割合が増えてきている。
このようなランナー達のグループ作りが盛んになっており、企業や大学のサークルだけ
ではなく、お互い面識も無いのに 1 人で走っているうちに顔見知りとなり、グループを作
って一緒に走る者も増えている。
ランナー達の悩みは、着替えとシャワーであるが、商店街の裏通りにある銭湯がランナ
ー達のニーズに応えている。また、夕方になると銭湯が社交場となって、グループ同士で
近隣の居酒屋へ出掛けていく者たちも多い。しかし、この銭湯は昔から人気があり、高齢
者を中心に数多くの人々が利用してきた。ランナー達がこの銭湯を利用することが増える
につれ、銭湯が非常に混み合ってきている。そこで、この銭湯は何か事業ができないか模
索している。
そのような状況の中で、X 市は伝統に配慮した道路整備を行い、城下町であるが故に見
通しの悪い入り組んだ道路をできるだけ広くするために、電線の地中化を進めている。ま
た、商工会議所を中心に ｢街おこし｣ としての企画を考えていた。そしてその 1 つとして、
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全国各地で定着しつつある ｢市民マラソン｣ を計画している。｢健康｣ と ｢観光｣ を融合
させ、｢歴史と文化を走りぬけよう｣ というテーマで、城跡公園がスタートとゴールになり、
5km、10km、ハーフマラソンの距離別で、初心者、親子から本格的ランナーまでが楽し
める大会を目指している。特に、5km では高齢者の参加希望者が多い。X 銀座商店街も、
もちろんそのコースの中に入っている。電線の地中化により広くなった蔵造りの町並みの
中を、市民と全国から参加するランナーたちが歴史と文化の香りの中を、颯爽と駆け抜け
る光景は、毎年秋に行われる祭りと同様の活気を見せるであろう。
さて、少子高齢化の波は X 市内の学校の生徒数の減少にも表れてきている。都心部か
ら交通のアクセスが良いことで、マンション建設も増えてはいるが、その影響による生徒
数の増加は一時的なもので、長期的に見れば安定的なものとはいえない。また、高齢者の
割合も増え、草野球人口も少しずつ減少してきた。B 社の売り上げは徐々にではあるが低
下してきている。
【フットサル】
｢フットサル (futsal)｣ は、基本的に室内で行われる 5 人制のミニサッカーのようなもの
で、ピッチ ( コートのこと ) の広さはサッカーの約 1 ／ 7 ～ 1 ／ 8 である。また、スライ
ディングタックルなどの接触プレーは禁止されているので、ジュニアから中高年、女性ま
で気軽に参加できるスポーツとして人気が出てきている。
第 1 問 ( 配点 20 点 )
ショッピングセンター内の 2 つの競合店に対して B 社の強みを活かした差別化戦略は、
具体的にどのようなものか。80 字以内で 2 つ答えよ。
第 2 問 ( 配点 10 点 )
B 社が需要拡大のために、これからターゲットとすべき顧客層とはどのようなものか。
30 字以内で 2 つ答えよ。
第 3 問 ( 配点 40 点 )
B 社は顧客の拡大と自社へのロイヤルティ ( 愛顧 ) を高めるために、新しい事業を考え
ている。どのような事業が考えられるか。
( 設問 1)
B 社は自社だけで行えるサービス事業を考えている。それはどのようなものか、120 字
以内で答えよ。
( 設問 2)
B 社は商店街の裏通りにある銭湯との共同事業を考えている。どのようなサービス事業
が考えられるか、120 字以内で答えよ。
第 4 問 ( 配点 30 点 )
B 社はインターネットを使って、自社の PR だけではなく、地域内外の人々と何らかの
コミュニケーションを図ろうとしている。それはどのようなものが考えられるか、150 字
以内で答えよ。
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２−２．平成 21 年度 マーケティング・流通 解答
マーケティング事例は、自社の強みを顧客のニーズにうまく対応させて、競合と差別化
を図ることが重要だ。試験委員である岩崎邦彦先生の著書、「スモールビジネス・マーケ
ティング」では中小小売業のコア基盤を次の 3 つに分けている。「目に見える資源」、「目
に見えない資源」、「小規模特性」だ。具体的な内容は、以下の通りだ。
コア基盤
a.「目に見える資源」…設備、人手、資金など
b.「目に見えない資源」…専門知識・独自の経験、ノウハウ・技術、顧客の信用・ブ
ランド
c.「小規模特性」…真空地帯の対応力、変化対応力、地域密着力、対面販売力、個性
化力
ここではさらに「目に見えない資源」と「小規模特性」を融合させることで持続的競争
優位性が築かれると説明している。つまり中小小売業では、「目に見えない資源」と「小
規模特性」を強みとして捉え、大手競合との差別化戦略を考えていくことになる。
さて、それでは第 1 問から解いていくことにしよう。
第 1 問 ( 配点 20 点 )
ショッピングセンター内の 2 つの競合店に対して B 社の強みを活かした差別化戦略は、
具体的にどのようなものか。80 字以内で 2 つ答えよ。
まず題意から考えよう！
題意：B 社の強みを活かした差別化戦略は、具体的にどのようなものか
解答の骨子
例 1：B 社の強みを活かした差別化戦略は、～である。具体的には、競合店に対して
～である。
例 2：競合店に対する B 社の差別化戦略は、～である。
※ 80 字なので、一文 40 字で二文で答えるのが理想的だ。あまりに長い文だと読み
難くなるので、短文で区切って記述する方が良い。
※今回は、主語の部分を長くしたので、一文で解答している。
次に制約条件を考える！
制約条件：ショッピングセンター内の 2 つの競合店に対して
SC 内には 2 つのスポーツ用品店があり、1 つは大手チェーンのスポーツ用品店で、も
う 1 つはファッション重視のスポーツ用品店である。
「大手チェーンのスポーツ用品店」と「ファッション重視のスポーツ用品店」に対する
差別化戦略を考える。
与件を活用する！
B 社の強み：
「本店を含めいずれの店舗においても、地域の学校や団体との関係を深め、緻密な商品
供給とサービスに力を入れてきた」
「従業員の顧客対応に関しても住民からの評判が良かった」
2 つの競合店の特徴
「大手チェーンのスポーツ用品店は、各種スポーツのプロ志向の需要にも応えようとす
る品揃えをしている」
→差別化：アマチュア志向の需要にも対応する
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「もう 1 つのスポーツ用品店は、若者向けスポーツカジュアルのファッションに重点を
置いた品揃えを行っている」
→差別化：高齢者に重点を置く
問題の階層を考える！
強みについての設問→環境分析レベル
以上から導き出した解答：
題意：例 2 を使用
差別化するなら２つの競合店の裏返しを考える
顧客対応とくれば、提案営業でしょ。
「大手スポーツ用品店に対する B 社の差別化戦略は、地域の学校や団体との関係で培っ
た緻密な商品供給とサービス力を活かして、アマチュア志向の需要にも対応することで
ある。」80 字
「ファッション重視のスポーツ用品店に対する B 社の差別化戦略は、住民からの評判が
良い従業員の顧客対応力という強みを活かして、高齢者等に対して提案販売をすること
である。」81 字
第 2 問 ( 配点 10 点 )
B 社が需要拡大のために、これからターゲットとすべき顧客層とはどのようなものか。
30 字以内で 2 つ答えよ。
まず題意から考えよう！
題意：これからターゲットとすべき顧客層とはどのようなものか
解答の骨子
例：①～ ( 顧客層 ) である。②～ ( 顧客層 ) である。
※ 30 字なので、主語を書く余裕はない。
※語尾を揃えることで、2 つの文章の比較が容易となり、文章が理解しやすくなる。
次に制約条件を考える！
制約条件：B 社が需要拡大のために
需要拡大→需要が増加している部分に着目する！
与件を活用する！
需要の増加を示している与件文章を探す
第 1 問で指摘した差別化要因を忘れない→「アマチュア志向の需要」「高齢者等」
「大学生を中心にフットサルの人気が高まり、市内でリーグ戦ができるほどにチーム数
も増えている」
「それに伴いフットサル用品の需要も増えてきている」
（【フットサル】の説明より）「ジュニアから中高年、女性まで気軽に参加できるスポー
ツとして人気が出てきている」
→フットサルで決まり！具体的な顧客は、第 1 問を意識して答える。
地域の学校や団体との関係性：フットサルを始めたばかりの大学生
アマチュア志向の需要：ジュニア ( から中高年 )、女性
※「中高年」は 2 つ目の答えの「高齢者」に含める。
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「出社前や昼休み、そして早朝や夕方に公園周辺をウォーキングやジョギングする人が
増えている」
「週末や休日になると、さらにその人数は増加しており、高齢者の割合が増えてきている」
「このようなランナー達のグループ作りが盛んになっており、企業や大学のサークルだ
けではなく」
「ハーフマラソンの距離別で、初心者、親子から本格的ランナーまでが楽しめる大会を
目指している。特に、5km では高齢者の参加希望者が多い」
→ランナーで決まり！具体的な顧客は、第 1 問を意識して答える。
アマチュア志向の需要：初心者、親子、( 企業や大学のサークル )
高齢者等に対して提案販売：高齢者
※「企業や大学のサークル」は 1 つ目の「大学生」に含める。
※「特に」という言葉は要注意語句！
問題の階層を考える！
ターゲット顧客：ドメイン「誰に」「何を」「どのように」の「誰に」
→経営戦略レベル
以上から導き出した解答：
題意：ターゲット顧客は、自社の強みが活かせる顧客とする
第 1 問の強みも考慮の上、ターゲット顧客を挙げる
「フットサルを気軽に楽しみたい大学生、ジュニア、女性等である。」30 字
「城郭公園の周辺を走る高齢者やマラソンの初心者、親子等である。」30 字
第 3 問は、はじめにリード文があり設問 1 と設問 2 に分かれている問題だ。こういう
問題では、設問 1 を解いている間はリード文を意識しているが、設問 2 を解く段階になっ
てリード文の存在を忘れてしまう危険性があるので注意しよう。設問の題意と制約条件を
考える段階で、リード文の制約条件は、設問 1 と設問 2 に目立つように書き留めておくこ
とがポイントだ。試験終了間際になると、リード文のことなんてすっ飛んでいるはずだ。
忘れてはいけない部分は、余裕があるうちにあらかじめメモをとって目立つようにしてお
こう！
第 3 問 ( 配点 40 点 )
B 社は顧客の拡大と自社へのロイヤルティ ( 愛顧 ) を高めるために、新しい事業を考え
ている。どのような事業が考えられるか。
( 設問 1)
B 社は自社だけで行えるサービス事業を考えている。それはどのようなものか、120 字
以内で答えよ。
( 設問 2)
B 社は商店街の裏通りにある銭湯との共同事業を考えている。どのようなサービス事業
が考えられるか、120 字以内で答えよ。
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まず題意から考えよう！
リード文の題意：B 社の新しい事業にはどのような事業が考えられるか
( 設問 1)
題意：自社だけで行えるサービス事業はどのようなものか
解答の骨子
例 1：サービス事業は～である。具体的には、
①～、
②～、である。
例 2：B 社が自社だけで行うサービス事業は、①～、②～である。
( 設問 2)
題意：銭湯と共同で行うサービス事業はどのようなものか
解答の骨子
例 1：サービス事業は～である。具体的には、
①～、
②～、である。
例 2：銭湯と共同で行うサービス事業は、①～、②～である。
※①と②の部分で具体的な事柄を述べるときは、因果関係に注意して書くようにする。
→「～により、～である」「～のため、～である」という表現を使う。
次に制約条件を考える！
リード文の制約条件：顧客の拡大と自社へのロイヤルティ ( 愛顧 ) を高めるために
→設問 1 で「顧客の拡大」を設問 2 で「自社へのロイヤルティ ( 愛顧 ) を高める」を
決めゼリフにしようと決める。
( 設問 1)
制約条件：B 社は自社だけで行える
解答の終わりの表現は、リード文の言葉を活用する。
→～をすることで、顧客の拡大を図る。
B 社だけで行えるサービス
→ B 社のリソースを活用する。
「目に見えない資源」…専門知識、ノウハウ・技術、顧客の信用など
「小規模特性」…地域密着力、顧客対応力、対面販売力など
モノ：本店裏にかつて倉庫と駐車場であった土地を保有
ヒト：地域の学校や団体との関係性、従業員の顧客対応力
( 設問 2)
制約条件：銭湯との共同事業
解答の終わりの表現は、リード文の言葉を活用する。
→～をすることで、自社へのロイヤルティ ( 愛顧 ) を高める。
銭湯との共同事業でできるサービス
→ B 社と銭湯のリソースを活用する。
→ B 社が毎月発行するミニコミ誌やホームページ：情報提供のノウハウ
→銭湯の社交場としての存在意義を忘れない。
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与件を活用する！
第 1 問と第 2 問の解答を踏まえる。
( 設問 1)
ターゲット顧客を拡大する視点
「なお B 社は、本店裏にかつて倉庫と駐車場であった土地を保有しており、その再利用
を考えている」
→再利用を考えているなら活用する方向で。
「B 社本店には、市内の草野球リーグやママさんバレーボールリーグの事務局が置かれ、
試合会場の手配などを B 社はボランティアで引き受けている」
→試合会場の手配などはノウハウとして蓄積しているはず。
「最近では、大学生を中心にフットサルの人気が高まり、市内でリーグ戦ができるほど
にチーム数も増えている」
→フットサルの練習やリーグ戦をできるようにしたら大学生の顧客が拡大しそうだ。
「フットサル (futsal) は～ジュニアから中高年、女性まで気軽に参加できるスポーツとし
て人気が出てきている」
→初心者向けのサービスも何かしたいよね。
( 設問 2)
ロイヤルティ ( 愛顧 ) を高める視点
「ランナー達の悩みは、着替えとシャワーであるが、商店街の裏通りにある銭湯がラン
ナー達のニーズに応えている」
→ランナー達の悩みに答える。着替えとシャワーは絶対必要！
「また、夕方になると銭湯が社交場となって、グループ同士で近隣の居酒屋へ出掛けて
いく者たちも多い」
「しかし、この銭湯は昔から人気があり、高齢者を中心に数多くの人々が利用してきた」
→「しかし」は重要語句
「ランナー達がこの銭湯を利用することが増えるにつれ、銭湯が非常に混み合ってきて
いる」
→混雑解消！新たな社交場をつくる必要があるよね。
「そこで、この銭湯は何か事業ができないか模索している」
問題の階層を考える！
顧客の拡大と自社へのロイヤルティ ( 愛顧 ) を高める
→具体的な方策が聞かれたら、マーケティング戦略レベル
以上から導き出した解答：
( 設問 1) フットサルについて記述する
自社だけで行えるサービス事業
第 1 問、第 2 問の解答も踏まえよう！
→本店裏の土地を再利用する
→アマチュア志向の需要にも対応すること
→ジュニアや女性の初心者向けサービス、大学生のリーグ戦等に対するサービス
( 設問 2) ランナーについて記述する
B 社と銭湯との共同サービス事業
第 1 問、第 2 問の解答も踏まえよう！
→高齢者に対してのサービスも加えたい
何よりもランナーの悩み解消を考えよう！
→着替えとシャワー設備は銭湯のノウハウを活用できる。
→社交場としての機能は B 社の情報提供のノウハウを活用できる。
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( 設問 1)
「自社だけで行うサービス事業は、本社裏の土地をピッチとして再利用したフットサル
事業である。具体的には、①ジュニアや女性等の初心者に対してフットサル教室を開催
し、②市内の大学生チームに練習の場やリーグ戦の会場を提供することで、顧客の拡大
を図る。」120 字
( 設問 2)
「銭湯と共同で行うサービス事業は、ランナー支援事業である。具体的には、①ランナ
ーの悩みに答えるため、本社裏の土地に着替えとシャワーができる設備をつくり、②市
民マラソンの情報発信や高齢者等との情報交換の場を提供することで、自社への愛顧を
高める。」120 字
第 4 問 ( 配点 30 点 )
B 社はインターネットを使って、自社の PR だけではなく、地域内外の人々と何らかの
コミュニケーションを図ろうとしている。それはどのようなものが考えられるか、150 字
以内で答えよ。
まず題意から考えよう！
題意：インターネットを使った PR・コミュニケーション手段にはどのようなものが考
えられるか
解答の骨子
例：B 社は～ ( インターネットを使った内容 ) が考えられる。具体的には、
①～ ( 自社の PR)、
②～ ( 地域内外の人々とのコミュニケーション）、を図る。
※①と②の部分で具体的な事柄を述べるときは、因果関係に注意して書くようにする。
→「～により、～である」「～のため、～である」という表現を使う。
次に制約条件を考える！
制約条件：① B 社はインターネットを使って、②自社の PR だけではなく、③地域内外の
人々と何らかのコミュニケーション
① B 社はインターネットを使って
→ホームページが基本。具体的な方法は電子掲示板、ブログ、メールマガジンなど。
②自社の PR だけではなく
→顧客ターゲットに対して有益なものをアピールする視点
③地域内外の人々と何らかのコミュニケーション
→地域外：史跡や街中の寺院に興味を持つ観光客を対象にしよう。
→地域内：市民マラソンに出場するランナーを対象にしよう。
→コミュニケーションを図る：双方向の情報のやり取りが必要。
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与件を活用する！
地域外の人々
「X 市は大都市近郊にあり、人口 30 万人を抱え、古くから城下町として栄えてきた歴史
と文化や伝統を持つ商業都市である」
「市の中心に位置する城跡公園は市民に親しまれているだけではなく、史跡や街中の寺
院を訪れる観光客の数も多い」
「100 年ほど前の大火事の経験から、耐火建築の蔵造りが注目され、今日の『蔵造りの
町並み』が築かれている」
→城跡公園、蔵造りの町並み、史跡や寺院などの X 市の歴史と文化について興味を持
っている人々への情報配信
地域内の人々
「B 社が毎月発行するミニコミ誌やホームページには、地元スポーツの試合結果が掲載
されている」
「『健康』と『観光』を融合させ、『歴史と文化を走りぬけよう』というテーマで、城跡
公園がスタートとゴールになり、5km、10km、ハーフマラソンの距離別で、初心者、
親子から本格的ランナーまでが楽しめる大会を目指している」
「特に、5km では高齢者の参加希望者が多い」
→市民マラソンを走るランナーへの情報配信
B 社おすすめのマラソン用品の紹介：自社の PR
市民マラソンのコースの紹介
問題の階層を考える！
インターネットを使ったコミュニケーション：プロモーション
→マーケティング戦略レベル
究極の切り口は、外部と内部
以上から導き出した解答：
題意：解答の骨子をそのまま活用
電子掲示板は最近見かけない、メールマガジンは双方向通信ができない、ブログなら情
報配信と顧客のコメントという双方向通信可能
切り口
外部：情報の流れ 社内→社外 情報配信
内部：情報の流れ 社外→社内 コメントの収集およびその対応
「B 社は、ブログの活用が考えられる。具体的には、①地域外の人には史跡や寺院など
の X 市の歴史と文化について、地域内の人には B 社おすすめのマラソン用品や市民マ
ラソンのコースについての情報を発信し、②ブログに寄せられた閲覧者からのコメント
にきめ細かく対応することで、地域内外の人々とコミュニケーションを図る。」150 文
字
今回のマーケティング事例は、なかなか要約力を求められる問題が多かった。普段から、
日経新聞の春秋などを題材に文章の要約を練習している人は、優位に問題を解くことがで
きたことだろう。最近の事例は、解答の際に 30 字や 40 字程度で短くまとめさせること
が多い。このため、春秋をまとめる際も 40 字程度にまとめる練習をした方が良いのでは
ないだろうか？この際、きちんと 40 字のマス目を作って、文章をまとめる練習をした方
がいい。あと何字でマス目が埋まるのかが直感的にわかるようになるからだ。
また、事例の文章中「特に」とか「特徴」という強調を示す文字や「しかし」などの論
点を切り替えている部分は要注意だ。この部分に解答のキーになる文章が含まれているこ
とが多いからだ。こういった文字が出てきたら、グリグリにマーキングして注意を促そう。
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３．生産・技術事例
３−１．平成 21 年度 生産・技術 問題
【C 社の概要】
1980 年創業の C 社は、ダイニング用テーブル、チェア、スツールなどを主力にする
木製家具製造業である。資本金は 5,000 万円、従業員は総務・経理部門 6 名、営業部
門 12 名、製品開発・設計部門 18 名、製造部門 84 名の合計 120 名である。なお、営
業部門は販売業務のほか、製品在庫管理、製品出荷業務を担当している。
木製家具製造業は、一般に生産地または消費地の家具問屋を経由して小売店に販売し
ている。その中で、家具専門の中小小売店では総じて売り上げが低迷しているが、消費
者に対してライフスタイルの提案を積極的に展開しているインテリア用品・生活用品を
扱う小売店や、製造小売型 (SPA) の大型小売店の売り上げは比較的好調である。このよ
うな木製家具業界にあって、C 社は全国の小売店約 300 社に直接販売している。その
販売先の約 80%は、主にインテリア用品・生活用品を取り扱う小売店が占め、家具専
門の小売店数が少ないのが特徴である。販売先の小売店では、C 社製晶の一部を展示し、
その他の製品はカタログによって販売活動を行っている例が多い。販売実績が大きな有
力販売先では、C 社製品を中心に生活空間を演出する展示スペースを設けている。現在、
この有力販売先の一つである大手インテリア用品小売チェーンから、OEM 製品の取引
打診があり、先方から製品アイデアの提供を受けて製品化を進めようとしている。
C 社製品は、塗料や接着材に有害物質が含まれていないものを使用し、消費者の健康、
安全志向にマッチした製品である。ダイニング用テーブル、チェアのセットの平均販売
価格は 15 万円前後と比較的高額であるが、幼い子供を持つ若い主婦層に受け入れられ
ている。近年の低迷する木製家具業界にあって、C 社の収益には大きな増加は見られな
いものの、年商は約 18 億円前後で推移している。現在進めようとしている大手インテ
リア用品小売チェーンからの OEM 製品受注が現実のものになると、年間で約 1 割程度
の売り上げ増が見込まれている。
【新製品開発と製品アイテム】
C 社の新製品開発のコンセプトは ｢20 ～ 30 歳代の主婦に喜ばれる家具｣ である。新
製品開発情報は、各営業担当者がそれぞれ担当する販売先の小売店から消費者の嗜好、
要望などを情報として入手し、製品開発・設計部門に提案している。このような新製品
に関する多くの提案によって、積極的な新製品開発を進めており、その結果、現在の自
社ブランド製品は使用する木材の品種違い、塗装の色違いを含めて 170 アイテムと多
くなっている。製品はカタログに掲載され、販売先や消費者に配布されているが、その
中には出荷頻度および出荷数量が極端に少ない製品も見られる。
【生産の現状】
小売店からの注文に対しては、その当日に製品を出荷することを取引の基本としてい
る。そのため、製品は見込生産であり、製品ごとにロット生産している。C 社の生産工
程は、部品切断加工⇒部品機械加工⇒部品仕上げ加工⇒組立て⇒塗装・仕上げ⇒梱包の 6
工程である。そのうち、部品機械加工の一部と販売数量の少ない製品によっては完成品
までを外注工場に依存している。 毎月中旬に開かれる営業部門との製販会議で翌月の
販売予測数量が提示され、生産計画では、それを参考に翌月の生産品目、生産順が決め
られている。生産計画作成後は、営業部門との定期的な情報交換は行われていない。
生産工程上のボトルネック工程は部品機械加工工程である。この工程における段取り
作業回数を減らし稼働率を上げるために、生産ロットサイズは部品機械加工工程の 1 日
で加工可能な数量にて決定されており、現在は約 100 ～ 150 個である。この生産ロッ
トサイズは営業部門の月販売予測数をどの製品も上回っている。その結果、製品在庫は
全体で月平均出荷量の 2 倍以上常に存在し、少しずつ増加している。しかし、製品によ
っては欠品が発生し、販売先に即納できないこともしばしば生じている。毎月後半にな
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ると、営業部門から欠品している製品の追加生産依頼があり、生産が不安定になる。製造
部門の責任者は生産計画の変更、それに伴う原材料の確保、各工程能力の調整、外注工場
への生産依頼など、その日その日の調整作業に追われている。
日々の作業指示は第 1 工程の部品切断加工着手日を計画して指示するが、その後の工程
の作業指示は特になく、現場対応で進められている。生産着手から生産完了までのリード
タイムは、最短のもので半月、最長のものでは 1 カ月半となっている。このため、注文の
際に製品在庫が不足している場合には、納品までに 1 カ月以上顧客を待たせる事態も時に
は生じているが、幸いにも欠品により注文がキャンセルされる確率は低い。
このような生産工程の状況下で、製造部門は、経営上問題となっている過大な製品在庫
の削減、および製品の欠品問題の改善を経営者より指示され、対策に苦慮している。また、
現在進めようとしている大手インテリア用品小売チェーンの OEM 製品では、従来の見込
生産とは違い、受注生産で一括納品する方向であり、受注後の納期の回答が求められる。
第 1 問 ( 配点 10 点 )
低迷する木製家具業界にあって、C 社は安定的な業績を維持している。その考えられる
理由を 120 字以内で述べよ。
第 2 問 ( 配点 40 点 )
C 社では、経営上大きな問題となっている過大な製品在庫および製品の欠品について改
善を検討している。次の設問に答えよ。
( 設問 1)
過大な製品在庫と製品の欠品が生じている理由を 100 字以内で述べよ。
( 設問 2)
製品の在庫問題を解決するために、生産面で必要な対策を 120 字以内で述べよ。
第 3 問 ( 配点 40 点 )
C 社では、大手インテリア用品小売チェーンから OEM 製品の取引要請があり、共同で
製品化を進めようとしている。
( 設問 1)
大手インテリア用品小売チェーンとの OEM 製品取引は、C 社にとってどのようなメリ
ットがあるのかについて 80 字以内で述べよ。
( 設問 2)
C 社の OEM 事業推進において考えられる課題とその対応策について 120 字以内で述べ
よ。
第 4 問 ( 配点 10 点 )
C 社の自社製品は見込生産であり、現在製品化を進めようとしている OEM 製品は受注
生産で対応する予定である。C 社の見込生産と受注生産の違いを、重視すべき情報と管理
ポイントの視点から 80 字以内で述べよ。
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３−２．平成 21 年度

生産・技術

解答

第 1 問 ( 配点 10 点 )
低迷する木製家具業界にあって、C 社は安定的な業績を維持している。その考えられる
理由を 120 字以内で述べよ。
まず題意から考えよう！
題意：C 社が安定的な業績を維持している理由を述べよ
解答の骨子
例：理由は～のためである。具体的には、
① ( 営業面 ) ～のため、
② ( 生産面 ) ～のため、である。
※①と②の部分で具体的な事柄を述べるときは、因果関係に注意して書くようにする。
→「～により、～である」「～のため、～である」という表現を使う。
→今回は字数の関係で変則的
※生産事例の第 1 問は環境分析であることが多い。
→強みを答える場合は、営業面と生産面の両面で解答する。
次に制約条件を考える！
制約条件：①低迷する木製家具業界にあって、② C 社は安定的な業績を維持
外部環境（木製家具業界）は低迷している→脅威を避けて機会を探せ！
内部資源（C 社の強み）の活用により業績維持→営業面と生産面の両面から探す！
→営業面：直接販売
→生産面：製品開発力
与件を活用する！
生産事例で活用する与件は、段落のブロック毎に固まっているので特定しやすい。
特定したブロックを解答に落とし込むには要約力が必須！→春秋の要約で練習
業績が好調な所を探す！
「木製家具製造業は、一般に生産地または消費地の家具問屋を経由して小売店に販売し
ている。その中で、家具専門の中小小売店では総じて売り上げが低迷しているが、消費
者に対してライフスタイルの提案を積極的に展開しているインテリア用品・生活用品を
扱う小売店や、製造小売型 (SPA) の大型小売店の売り上げは比較的好調である」
C 社の強みを探す！
→強みのキーワードは「特徴」、「セールスポイント」、「評価が高い」など
営業面
「このような木製家具業界にあって、C 社は全国の小売店約 300 社に直接販売している。
その販売先の約 80%は、主にインテリア用品・生活用品を取り扱う小売店が占め、家具
専門の小売店数が少ないのが特徴である」
→好調な小売店に直接販売をしている
→どんな小売店なのかを具体的に述べよう！ ( 与件に忠実に、具体的に )
→ ( 強み ) 直接販売：顧客ニーズの収集⇒製品開発に活用できる
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生産面
「C 社製品は、塗料や接着材に有害物質が含まれていないものを使用し、消費者の健康、
安全志向にマッチした製品である。ダイニング用テーブル、チェアのセットの平均販売
価格は 15 万円前後と比較的高額であるが、幼い子供を持つ若い主婦層に受け入れられ
ている」
→高額な製品を提供している
→顧客ニーズや製品の特徴は解答に盛り込もう！ ( 与件に忠実に、具体的に )
→ ( 強み ) 製品開発力：高付加価値製品や C 社独自の特注品など
問題の階層を考える！
強みについての設問→環境分析レベル
以上から導き出した解答：
生産事例は営業面と生産面の両面から解答する
与件に忠実に、具体的に
「理由は、①主にインテリア用品・生活用品を扱う好調な小売店に直接販売することで
安定的な売り上げと消費者ニーズを獲得しているため、②比較的高額でも幼い子供を持
つ若い主婦層に受け入れられる健康、安全志向にマッチした製品を提供しているためで
ある。」119 字
生産・技術の事例では、生産工程や営業とのやり取りでダメダメ項目が必ず出てくる。
基本的にこの項目は全て解決すると考えて良い。
「～していない」、「～できていない」などのマイナス表現や「しかし」などの逆説表現
があった部分は、どこかの設問で使用する。もし、解決していないダメダメ項目が残って
いる場合は、要求されている改善策を解答していないと考えて良いだろう。
第 2 問 ( 配点 40 点 )
C 社では、経営上大きな問題となっている過大な製品在庫および製品の欠品について改
善を検討している。次の設問に答えよ。
( 設問 1)
過大な製品在庫と製品の欠品が生じている理由を 100 字以内で述べよ。
( 設問 2)
製品の在庫問題を解決するために、生産面で必要な対策を 120 字以内で述べよ。
まず題意から考えよう！
リード文の題意：過大な製品在庫および製品の欠品についての経営上の問題を改善する。
( 設問 1)
題意：過大な製品在庫と製品の欠品が生じている理由を述べよ。
解答の骨子
例 1：理由は～のためである。具体的には、
① ( 過大な製品在庫の理由 ) ～のため、
② ( 製品の欠品発生の理由 ) ～のため、である。
例 2：理由は、
① ( 過大な製品在庫の理由 ) ～のため、
② ( 製品の欠品発生の理由 ) ～のため、である。
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( 設問 2)
題意：生産面で必要な対策を述べよ。
解答の骨子
例 1：対策は～である。具体的には、
① ( 過大な製品在庫で必要な対策 )、
② ( 製品の欠品発生で必要な対策 )、である。
例 2：生産面で必要な対策は、
① ( 過大な製品在庫で必要な対策 )、
② ( 製品の欠品発生で必要な対策 )、である。
※例 1 は結論先出しの表現、このように表現するのが理想だが試験の時は難しい。
※具体的な事柄を述べるときは、因果関係に注意して書くようにする。
→今回は「～することで～ ( のため ) である」という表現を使った。
次に制約条件を考える！
リード文の制約条件：①経営上の問題、②過大な製品在庫、③製品の欠品について考える。
→①経営上の問題：経営革新を阻害し、経営基盤を不安定にする問題が存在するはず。
設問を読んで仮説を立てる。
→現在の財務基盤を悪化させるような問題の存在？
→将来の新事業に悪影響を与える弱みの存在？
( 設問 1)
制約条件：①過大な製品在庫の理由、②製品の欠品発生の理由
1 次知識から理由を考えてみる。
→①在庫が増える理由：需要予測の精度が低い、稼働率優先で製品を作りすぎる
→②欠品が出る理由：在庫量、売れ筋・死に筋の把握ができていない
( 設問 2)
制約条件：①製品の在庫問題を解決するために、②生産面で必要な
①製品の在庫問題
→過大な製品在庫、製品の欠品発生
②生産面で必要な
→生産・技術の 1 次知識
在庫を減らす対策：需要予測の精度向上、小ロット生産
欠品を無くす対策：製品在庫の把握、現品管理、進度管理
与件を活用する！
「現在の自社ブランド製品は使用する木材の品種違い、塗装の色違いを含めて 170 アイ
テムと多くなっている。製品はカタログに掲載され、販売先や消費者に配布されている
が、その中には出荷頻度および出荷数量が極端に少ない製品も見られる」
→木材や色の違いで製品アイテムが多い
→出荷頻度、出荷数量が極端に少ない製品も見られる
→製品アイテム数を減らすための「ワザワザ表現」
※この与件文をどこで使うか迷ったが、この設問で使うことにした
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「生産工程上のボトルネック工程は部品機械加工工程である。この工程における段取り
作業回数を減らし稼働率を上げるために、生産ロットサイズは部品機械加工工程の 1 日
で加工可能な数量にて決定されており、現在は約 100 ～ 150 個である。この生産ロッ
トサイズは営業部門の月販売予測数をどの製品も上回っている。その結果、製品在庫は
全体で月平均出荷量の 2 倍以上常に存在し、少しずつ増加している」
→ボトルネック工程は必ず改善する
→在庫増の直接的な原因：生産ロットサイズが月販売予測数を上回っていること
→なぜ生産ロットサイズを大きくしなければならないのか？
∵段取り作業の回数を減らし稼働率を上げたいから
⇒つまり段取り作業に問題があり、生産ロットサイズを大きくしないと稼働率が上が
らない
「しかし、製品によっては欠品が発生し、販売先に即納できないこともしばしば生じて
いる。毎月後半になると、営業部門から欠品している製品の追加生産依頼があり、生産
が不安定になる。製造部門の責任者は生産計画の変更、それに伴う原材料の確保、各工
程能力の調整、外注工場への生産依頼など、その日その日の調整作業に追われている」
→製品によっては欠品が発生している：製品在庫を把握しきれていない
→製品アイテム数が多すぎてどの製品をどれだけ作れば良いかが把握できていない
※「営業への定期連絡」や「現場での作業指示」など考えられる表現は他にもあるが、
ここでは「製品アイテム数を減らす」ことを表現したいので、製品在庫の把握という
表現を採用することにした
「このような生産工程の状況下で、製造部門は、経営上問題となっている過大な製品在
庫の削減、および製品の欠品問題の改善を経営者より指示され、対策に苦慮している」
問題の階層を考える！
問題点に対する理由やその対策
→具体的な対策が聞かれたら生産・技術戦略レベル
以上から導き出した解答：
( 設問 1) 問題点の指摘は与件をそのまま書き出すイメージ
( 設問 2) 対策は問題点の裏返し、できるだけ具体的に
( 設問 1)
「理由は、①稼働率を上げるために生産ロットサイズを販売予測数より大きく設定する
ことで余分な在庫が発生するため、②製品アイテム数が多く販売数量の予測が困難であ
り、製品在庫の不足分を把握しづらいためである。」100 字
( 設問 2)
「生産面で必要な対策は、①ボトルネック工程における段取り時間を短縮し小ロット生
産が可能な体制を構築することで生産数量を適正化する。②木材や色の選別により出荷
頻度・数量が少ない製品を縮小することで管理項目を単純化し販売数量の予測精度を高
める。」119 字
1 次試験対策で学ぶ基本的なキーワードと中小企業白書で使われている表現、与件と設
問の表現を活用して、読み手に「すーっ」と伝わる表現が理想形。テクニックとしては、
①文末表現を揃えること、②因果関係を明確にすること、だろうか。
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第 3 問では、C 社の OEM 事業推進について問われている。OEM に関しては平成 13 年
度にも登場しており、生産・技術事例において重要なテーマとなっている。OEM の特徴
については 1 次テキストでしっかり確認し、メリット・デメリットについてまとめておき
たい。
第 3 問 ( 配点 40 点 )
C 社では、大手インテリア用品小売チェーンから OEM 製品の取引要請があり、共同で
製品化を進めようとしている。
( 設問 1)
大手インテリア用品小売チェーンとの OEM 製品取引は、C 社にとってどのようなメリ
ットがあるのかについて 80 字以内で述べよ。
( 設問 2)
C 社の OEM 事業推進において考えられる課題とその対応策について 120 字以内で述べ
よ。
まず題意から考えよう！
リード文の題意：OEM 製品の取引を進めようとしている。
( 設問 1)
題意：OEM 製品取引は、C 社にとってどのようなメリットがあるのかについて述べよ。
解答の骨子
例：メリットは、①～、②～、である。
( 設問 2)
題意：C 社の OEM 事業推進の課題とその対応策について述べよ。
解答の骨子
例：C 社の課題は～である。その対応策は、①～、②～、である。
※具体的な事柄を述べるときは、因果関係に注意して書くようにする。
→「～により、～である」「～のため、～である」という表現を使う。
次に制約条件を考える！
リード文の制約条件：
①大手インテリア用品小売チェーンから OEM 製品の取引要請があった。
② C 社と大手インテリア用品小売チェーンが共同で製品化
→リード文の制約条件は忘れがちになるので注意する。
→今回の設問ではいずれも C 社のことについて問われていた。
※もし「C 社」という単語が設問中から無くなれば・・・
→ C 社だけではなく大手小売りチェーンに対するメリットや対応策を考える場合もあ
る。
( 設問 1)
制約条件：大手インテリア用品小売チェーンとの OEM 製品取引
( 設問 2)
制約条件：C 社の OEM 事業推進において
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→ 1 次知識：OEM の特徴
※特徴を聞かれたら、メリット・デメリットで答える。
※ 4P の視点で考えると以下の通りになる。
OEM のメリット
・供給先の販売チャネルが利用できる
・プロモーション費用が節約できる
OEM のデメリット
・販売価格、利益率が低下する恐れがある
・自社ブランドが認知されにくくなる
・ノウハウ・技術が流出する危険性がある
与件を活用する！
( 設問 1)
「現在、この有力販売先の一つである大手インテリア用品小売チェーンから、OEM 製品
の取引打診があり、先方から製品アイデアの提供を受けて製品化を進めようとしている」
→大手小売チェーンの製品アイデアを製品化に活用できる
「現在進めようとしている大手インテリア用品小売チェーンからの OEM 製品受注が現
実のものになると、年間で約 1 割程度の売り上げ増が見込まれている」
→ OEM 製品受注が現実のものになると、売り上げ増が見込まれる
「新製品開発情報は、各営業担当者がそれぞれ担当する販売先の小売店から消費者の嗜
好、要望などを情報として入手し、製品開発・設計部門に提案している。このような新
製品に関する多くの提案によって、積極的な新製品開発を進めており、その結果、現在
の自社ブランド製品は」
→消費者の嗜好、要望が直接入手できない
→ C 社独自の十分な新製品開発ができない可能性がある
→ C 社の自社ブランドイメージが希薄化する
※ブランドにおける OEM のデメリット⇒今回は解答に加えないこととした。
( 設問 2)
「毎月中旬に開かれる営業部門との製販会議で翌月の販売予測数量が提示され、生産計
画では、それを参考に翌月の生産品目、生産順が決められている。生産計画作成後は、
営業部門との定期的な情報交換は行われていない」
→生産計画作成後は、営業部門との定期的な情報交換は行われていない
進捗管理を行い、営業部門との定期的な情報交換により納期回答を行う
「日々の作業指示は第 1 工程の部品切断加工着手日を計画して指示するが、その後の工
程の作業指示は特になく、現場対応で進められている。生産着手から生産完了までのリ
ードタイムは、最短のもので半月、最長のものでは 1 カ月半となっている。このため、
注文の際に製品在庫が不足している場合には、納品までに 1 カ月以上顧客を待たせる事
態も時には生じているが、幸いにも欠品により注文がキャンセルされる確率は低い」
→着手日を指示するが、その後の工程の作業指示は特にない
工程毎の作業指示を適切に行う
→生産着手から生産完了までのリードタイムは、最短半月、最長 1 カ月半となってい
る
→納品までに 1 カ月以上顧客を待たせる事態も時には生じている
納期から遡って工程毎の作業完了日を把握する
「現在進めようとしている大手インテリア用品小売チェーンの OEM 製品では、従来の
見込生産とは違い、受注生産で一括納品する方向であり、受注後の納期の回答が求めら
れる」
→ OEM 製品は、見込生産ではなく受注生産
→一括納品、受注後の納期の回答が求められる
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問題の階層を考える！
OEM 製品取引の課題や対応策
→具体的な対策が聞かれたら生産・技術戦略レベル
→ただし、OEM 製品取引という新規事業も含むので経営戦略レベルに近いか？
以上から導き出した解答：
( 設問 1)
与件に書かれているメリットを要約しただけ
( 設問 2)
問題点は否定的な表現、課題は肯定的な表現
対策は問題点の裏返し、できるだけ具体的に
( 設問 1)
「メリットは、①大手小売チェーンの製品アイデア提供により、製品化を進めることが
できる点、②大手小売チェーンの OEM 製品受注により、売り上げ増が見込まれる点で
ある。」80 字
( 設問 2)
「C 社の課題は、受注後の納期回答や一括納品が可能な受注生産体制を構築する事であ
る。その対応策は、①工程毎の作業終了日を納期から正確に把握し作業指示を適切に行
う。②工程毎の進捗管理を行い営業部門と定期的に情報交換することで納期回答の精度
を高める。」121 字
※課題に「OEM 生産で埋没しがちな C 社のブランドイメージを維持すること」も浮かん
だが生産・技術事例ということもあり、生産体制の構築を優先した。
生産・技術事例は苦手に思っている人も多いと思うが、慣れてくると一番得点がしやす
い科目だと思う。SWOT の部分は【C 社の概要】にほぼ記載されているし、各設問に使用
する与件文も段落毎に固まっているため、指摘すべき問題点などは特定しやすい。問題点
を特定できたら設問に素直に対応して、読み手 ( 報告を受ける社長 ) に分かりやすく要約
するだけだ。
第 4 問 ( 配点 10 点 )
C 社の自社製品は見込生産であり、現在製品化を進めようとしている OEM 製品は受注
生産で対応する予定である。C 社の見込生産と受注生産の違いを、重視すべき情報と管理
ポイントの視点から 80 字以内で述べよ。
まず題意から考えよう！
題意：C 社の見込生産と受注生産の違いを述べよ。
解答の骨子
例 1：違いは、～である。具体的には、
①見込生産は～である。
②受注生産は～である。
例 2：①見込生産は～である。②受注生産は～である。
→今回は 80 字と字数が少ないため、例 2 を採用する。

Copyright(C) 2010 @yorikatu All rights reserved.

47

次に制約条件を考える！
制約条件：①見込生産と受注生産の違い、②重視すべき情報と管理ポイントの視点から
1 次知識：見込生産と受注生産
見込生産
①事前に需要を見込んで一定量の最終製品を生産し、製品在庫から出荷する生産形
態
②需要予測、在庫管理がポイント
受注生産
①受注してから納期に間に合うように生産し、製品が完成するとすぐ出荷する生産
形態
②余力管理、進捗管理、納期管理、生産リードタイムの短縮がポイント
情報系の問題は問われたことに素直に答えることが大事
→違いは～、重視すべき情報は～、管理ポイントは～である。
与件を活用する！
「この生産ロットサイズは営業部門の月販売予測数をどの製品も上回っている」
→販売予測数量の正確な情報が必要
「しかし、製品によっては欠品が発生し、販売先に即納できないこともしばしば生じて
いる」
→在庫量を適正化して欠品を無くすことが必要、販売先への即納体制構築が必要
「製造部門の責任者は生産計画の変更、それに伴う原材料の確保、各工程能力の調整、
外注工場への生産依頼など、その日その日の調整作業に追われている」
→生産計画の変更、各工程能力の調整など調整作業をするため、各工程の余力情報や
進捗情報が必要
「生産着手から生産完了までのリードタイムは、最短のもので半月、最長のものでは 1
カ月半となっている」
→生産リードタイムの短縮が必要
「このため、注文の際に製品在庫が不足している場合には、納品までに 1 カ月以上顧客
を待たせる事態も時には生じているが、幸いにも欠品により注文がキャンセルされる確
率は低い」
→顧客対応を迅速化するため、正確な納期管理が必要
問題の階層を考える！
情報と管理の問題
→情報系はマーケティング戦略を考慮に入れる
→毎年必ず 1 問は出ているので、解答のパターンを覚えることがポイント
進捗情報を納期回答などに活用して顧客対応力を強化する方向性を考える
以上から導き出した解答：
見込生産と受注生産の違いを明確に述べる
1 次知識と与件の活用
「見込生産は販売予測数量の情報が重視され、適正な在庫量の管理がポイントである。
受注生産は各工程の余力情報や進捗情報が重視され、正確な納期の管理がポイントであ
る。」79 字
※「生産リードタイムの短縮」について述べたいが、字数の関係で管理ポイントを「正確
な納期の管理」とした。
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４．財務事例
４−１．平成 21 年度 財務 問題
D 社は、資本金 1 億円、総資産約 50 億円、売上高約 56 億円、従業員 80 人の企業で、
ファッション性の高いスポーツウエアの製造及び販売を行っている。本社を中核都市の駅
前に構えており、生産はその郊外にある自社工場で行っている。D 社は高い縫製加工技術
による自社製品に定評を有しており、その技術力から国内大手の Y 社より有名ブランド
品の OEM 生産を受託している。主力製品は Y 社向けの有名ブランドスポーツウエアで、
日本製の高品質・高機能が消費者に支持されており、海外での生産は行っていない。他方
で自社ブランドを立ち上げ、最近では米国等への海外輸出も手がけている。
D 社の取締役会では、各国の経済状況に伴う売上高の変動リスクが経営の課題として繰
り返し議論されている。D 社の主力製品は発注元の Y 社で販売されるが、先進国だけで
なくアジア諸国でも順調に売上高を伸ばしている。しかし、スポーツウエアの売上高はも
ともと景気変動の影響を受けやすいため、特に成長市場であるアジア諸国での売上高変動
は経営者にとっての関心事である。近年の経済のグローバル化に伴う影響が D 社にとっ
ての経営上の大きなリスクとなっている。
D 社の本社は創業当時より現所在地にあるが、事業の拡大に伴って手狭になったため隣
地の中古不動産を買い増ししてきた。本社社屋の減価償却後の簿価は 7 億円である。本社
社屋の一部は老朽化しており、建て替えも検討しなければならない時期を迎えている。一
方で駅前の再開発事業も進んでおり、本社付近も一体開発される可能性がある。
D 社では、本社 ( 土地及び建物 ) を平成 21 年度期首に売却してオフィスを賃借すると
同時に、本社の管理業務の一部をアウトソーシングすることを検討している。本社を売却
した場合、18 億円の手取りのキャッシュフローが得られるので、これを全額負債の返済
に充当する。オフィスの賃借料は年 4,500 万円であると推定される。また、本社の管理業
務の一部を年間委託費 6,000 万円 ( 固定費 ) でアウトソーシングすることによって、従来
発生していた販売費及び一般管理費 ( 減価償却費を含む ) のうち 3 億円を削減することが
可能である。
平成 20 年度の D 社の財務諸表及び同業他社の財務諸表は次のとおりである。

資産の部
流動資産
現金・預金
受取手形・売掛金
有価証券
棚卸資産
その他流動資産
固定資産
土地
建物・機械装置
その他有形固定資産
投資有価証券

資産合計

貸借対照表
( 単位 : 百万円 )
D社
同業他社
負債の部
2,659
2,645 流動負債
631
510 支払手形・買掛金
961
969 短期借入金
153
142 その他流動負債
789
836 固定負債
125
188 長期借入金
2,353
1,640 その他固定負債
1,034
567
負債合計
1,086
539
純資産の部
21
6 資本金
212
528 利益準備金
別途積立金
繰越利益剰余金
純資産合計
5,012
4,285 負債・純資産合計
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D社

同業他社

1,938
924
663
351
1,793
1,626
167
3,731

1,834
839
785
210
1,189
1,103
86
3,023

100
25
1,075
81
1,281
5,012

72
18
1,112
60
1,262
4,285
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減価償却費
損益計算書
売上高
売上原価
売上総利益
販売費・一般管理費
営業利益
営業外収益
営業外費用
経常利益
特別利益
特別損失
税引前当期純利益
法人税等
当期純利益

従業員数

( 単位 : 百万円 )
D社
同業他社
365
350
( 単位 : 百万円 )
D社
同業他社
5,611
5,039
4,204
3,985
1,407
1,054
931
853
476
201
3
12
208
122
271
91
0
39
0
41
271
89
108
36
163
53
( 単位 : 人 )
D社
同業他社
80
75

第 1 問 ( 配点 40 点 )
D 社の平成 20 年度の財務諸表を用いて経営分析を行い、この企業の財務上の長所・短
所のうち重要と思われるものを 3 つ取り上げ、その各々について、長所・短所の根拠を最
も的確に示す経営指標を 1 つだけあげて、その名称を (a) 欄に示し、経営指標値を計算 (
小数第 3 位を四捨五入すること ) して (b) 欄に示した上で、その長所・短所が生じた原因
を D 社のこれまでの経営状況に照らして (c) 欄に 60 字以内で説明せよ。
第 2 問 ( 配点 20 点 )
近年の経済のグローバル化に伴って経営環境は不確実性を増している。D 社の平成 20
年度の期首の投下総資本は 4,907 百万円であり、それに対する平成 20 年度の総資本営業
利益率は 9.7%であった。平成 21 年度の総資本営業利益率は前年並みになるか、もしく
は景気が減速すれば -2.5%になると予想され、それぞれの状況が生起する確率は 1/2 と想
定される。負債の平均資本コスト ( 負債総額に占める利息の割合 ) を 4.9%とし、支払利息
以外の営業外損益および特別損益はゼロと仮定して、次の設問に答えよ。
( 設問 1)
本社 ( 土地及び建物 ) を売却しない場合、平成 21 年度の税引前自己資本利益率の期待
値を求めよ ( 計算結果は%で解答し、小数第 3 位を四捨五入すること )。
( 設問 2)
本社 ( 土地及び建物 ) を売却した場合、18 億円のキャッシュフローが得られる。これを
全額負債の返済に充当することを検討している。この場合、景気変動による税引前自己資
本利益率のバラツキがどのように変化するかを 100 字以内で説明せよ。
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第 3 問 ( 配点 20 点 )
D 社では、売上高と利益の関係を把握するため、経常利益ベースでの損益分岐点分析に
よるシミューションを開始した。平成 20 年度の売上原価に占める固定費は 1,598 百万円
である。推計によると、平成 21 年度に景気が減速した場合、20%程度の売上高減少が見
込まれることがわかった。
また、本社 ( 土地及び建物 ) を売却しない場合の平成 21 年度の固定費および営業外損
益は平成 20 年度と同額とする。
なお、金利を 8%とし、販売費及び一般管理費、営業外損益はすべて固定費とする。
( 設問 1)
D 社の平成 20 年度の損益分岐点売上高を求め、(a) 欄に記入せよ。
また、本社を売却しない場合について、平成 21 年度の売上高が平成 20 年度より 20%
減少したときに予想される経常利益を求め、(b) 欄に記入せよ。
なお、計算結果は百万円単位で解答し、百万円未満を四捨五入すること。
( 設問 2)
本社を売却した場合の平成 21 年度の損益分岐点売上高を求め、(a) 欄に記入せよ ( 計算
結果は百万円単位で解答し、百万円未満を四捨五入すること )。
また、この結果、営業レバレッジがどのように変化し、その変化が D 社の業績にどの
ような影響を与えるかを、財務・会計の観点から 100 字以内で (b) 欄に説明せよ。
第 4 問 ( 配点 20 点 )
D 社は、Y 社への売り上げは円建てで支払いを受けているが、海外に輸出する自社製品
の支払いは上期末と下期末の 2 回に分けて米ドルで受け取っている。この為替リスクをヘ
ッジするため、D 社は、通常、各半期の期首に予想売上高分の為替予約を行っている。平
成 21 年度上期分は 1 ドル 100 円で 500 万ドルの為替予約 ( ドルの売り建て ) を行った。
( 設問 1)
平成 21 年度の上期の売上高は、予想を下回り 430 万ドルであった。上期末の為替のス
ポットレートは 102 円であった。この場合の為替による損益を求めよ ( 単位 : 万円 )。
( 設問 2)
D 社では、オプションを用いて為替リスクをヘッジすることも検討している。1 ドル
100 円で決済するためには、どのようなオプションを用いるべきか、50 字以内で (a) 欄に
説明せよ。
また、オプションを用いた場合の長所と短所を 100 字以内で (b) 欄に説明せよ。
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４−２．平成 21 年度

財務

解答

財務事例の中で最も重要なのが経営分析だ。配点比率も高く、その後に続く設問と密接
に関係する部分だからだ。毎年、第 1 問で経営分析を聞いてくるので、どのような解答を
書くのかはあらかじめ準備できる。この点は、「II. 各事例の対応方法 ６. 財務事例」で説
明しているので確認して欲しい。
第 1 問 ( 配点 40 点 )
D 社の平成 20 年度の財務諸表を用いて経営分析を行い、この企業の財務上の長所・短
所のうち重要と思われるものを 3 つ取り上げ、その各々について、長所・短所の根拠を最
も的確に示す経営指標を 1 つだけあげて、その名称を (a) 欄に示し、経営指標値を計算 (
小数第 3 位を四捨五入すること ) して (b) 欄に示した上で、その長所・短所が生じた原因
を D 社のこれまでの経営状況に照らして (c) 欄に 60 字以内で説明せよ。
まず題意から考えよう！
題意：
(a) 長所・短所の根拠を最も的確に示す経営指標を示せ
(b)(a) で示した経営指標値を計算せよ
(c) 長所・短所が生じた原因を説明せよ
解答の骨子 (c) について
例：長所・短所が生じた原因は、～ためである。
※ 60 字と字数が少ないが、ここでも因果関係に注意して書くようにする。
→「～により、～である」「～のため、～である」という表現を使う。
次に制約条件を考える！
制約条件：
(a) 長所・短所の根拠を最も的確に示す
(b) 小数第 3 位を四捨五入する
(c)D 社のこれまでの経営状況に照らして
→財務諸表上の数字 ( 定量的な情報 ) が悪化したことを単に述べるだけではダメ！
→与件で与えられた D 社の経営状況 ( 定性的な情報 ) も踏まえて分析を行う
与件を活用する！
とりあえず、機械的に代表的な経営指標は計算してしまおう！
財務諸表より (D 社／同業他社 )
○売上高対総利益率
…25.08%／ 20.92%
○売上高対営業利益率 …8.48%／ 3.99%
○売上高対経常利益率 …4.83%／ 1.81%
○棚卸資産回転率
…7.11 回／ 6.03 回
× 有形固定資産回転率 …2.62 回／ 4.53 回
○売上債権回転率
…5.84 回／ 5.20 回
× 流動比率			
…137.20%／ 144.22%
○当座比率		
…90.04%／ 88.39%
× 自己資本比率		
…25.56%／ 29.45%
以下の経営指標は、与件に費用面の記述があった場合に考慮する。
○売上高対売上原価率 …74.92%／ 79.08%
○販売費・管理費比率 …16.59%／ 16.93%
※売上高対人件費比率は不明
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→利益率は同業他社と比べて良好である：長所
→同業他社より悪い指標は有形固定資産回転率、流動比率、自己資本比率である
→この中から利益率、回転率、安全性を選択すると、
利益率：与件からどの利益率を選ぶか判断する
回転率：最も資産効率の悪い「有形固定資産回転率」を選択する
安全性：「流動比率」と「自己資本比率」は与件からどちらを選ぶか判断する
①
「D 社は高い縫製加工技術による自社製品に定評を有しており、その技術力から国内大
手の Y 社より有名ブランド品の OEM 生産を受託している」
「自社ブランドを立ち上げ、最近では米国等への海外輸出も手がけている」
→高い縫製加工技術
→大手 Y 社より有名ブランド品の OEM 生産を受託
→自社ブランドの海外輸出
⇒高い技術、ブランドによる高付加価値製品：収益性が高い
②
「事業の拡大に伴って手狭になったため隣地の中古不動産を買い増ししてきた」
→駅前という地価が高い場所で中古不動産を買い増し
⇒有形固定資産の増加：資産効率が悪い
③
「本社を売却した場合、18 億円の手取りのキャッシュフローが得られるので、これを全
額負債の返済に充当する」
→ 18 億円もの負債を抱えている
→中古不動産を買い増し時に長期借入金による資金調達
⇒借入金の増加：資本の安定性が低下
問題の階層を考える！
経営分析
→財務事例の環境分析
以上から導き出した解答：
①
(a) 売上高総利益率
(b)25.08％
(c)「長所が生じた原因は、高い縫製加工技術を有し、大手 Y 社の OEM 生産や自社ブ
ランドの海外輸出により、収益性が高いためである。」60 字
②
(a) 有形固定資産回転率
(b)2.65 回
(c)「短所が生じた原因は、中核都市の駅前に本社を構え、隣地の不動産を買い増しし
たことにより、資産効率が悪くなったためである。」59 字
③
(a) 自己資本比率
(b)25.56%
(c)「短所が生じた原因は、隣地の不動産を買い増しする際、長期借入金を中心に資金
調達したことで、資本の安定性が低下したためである。」61 字
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第 2 問以降は、第 1 問の経営分析で示した経営上の問題点について改善していく。第 2
問では、借入金の問題点が改善しそうだ。
第 2 問 ( 配点 20 点 )
近年の経済のグローバル化に伴って経営環境は不確実性を増している。D 社の平成 20
年度の期首の投下総資本は 4,907 百万円であり、それに対する平成 20 年度の総資本営業
利益率は 9.7%であった。平成 21 年度の総資本営業利益率は前年並みになるか、もしく
は景気が減速すれば -2.5%になると予想され、それぞれの状況が生起する確率は 1/2 と想
定される。負債の平均資本コスト ( 負債総額に占める利息の割合 ) を 4.9%とし、支払利息
以外の営業外損益および特別損益はゼロと仮定して、次の設問に答えよ。
( 設問 1)
本社 ( 土地及び建物 ) を売却しない場合、平成 21 年度の税引前自己資本利益率の期待
値を求めよ ( 計算結果は%で解答し、小数第 3 位を四捨五入すること )。
( 設問 2)
本社 ( 土地及び建物 ) を売却した場合、18 億円のキャッシュフローが得られる。これを
全額負債の返済に充当することを検討している。この場合、景気変動による税引前自己資
本利益率のバラツキがどのように変化するかを 100 字以内で説明せよ。
まず題意から考えよう！
リード文の題意：次の設問に答えよ
題意：
( 設問 1) 平成 21 年度の税引前自己資本利益率の期待値を求めよ
( 設問 2) 税引前自己資本利益率のバラツキがどのように変化するか説明せよ
解答の骨子 ( 設問 2) について
例：税引前自己資本利益率のバラつきは～に変化する。理由は～のためである。
※「税引前自己資本利益率のバラツキ」について、結論先出しで答える。
※具体的な理由を述べるときは、因果関係に注意して書くようにする。
→「～により、～のためである」という表現を使う。
次に制約条件を考える！
リード文の制約条件：
①近年の経済のグローバル化に伴って経営環境は不確実性を増している
②平成 20 年度の期首の投下総資本：4,907 百万円、総資本営業利益率：9.7%
③平成 21 年度の総資本営業利益率：前年並み or 景気が減速すれば -2.5%、確率：1/2
④負債の平均資本コスト：4.9%
⑤支払利息以外の営業外損益および特別損益：ゼロ
制約条件：
( 設問 1) 計算結果は%で解答、小数第 3 位を四捨五入する
( 設問 2) 本社 ( 土地及び建物 ) を売却、18 億円のキャッシュフロー、全額負債の返済に
充当、景気変動
→本社の売却益を全額負債の返済
→金利負担の減少
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解答へのアプローチ！
( 設問 1)
前年並み：営業利益＝総資本 5,012× 総資本営業利益率 9.7%＝ 486.164
景気減速：営業利益＝総資本 5,012× 総資本営業利益率 -2.5%＝ -125.3
支払利息＝負債総額 3,731× 負債の平均資本コスト 4.9%＝ 182.819
前年並み：税引前利益＝営業利益 486.164 －支払利息 182.819 ＝ 303.345
景気減速：税引前利益＝営業利益 -125.3 －支払利息 182.819 ＝ -308.119
前年並み：税引前自己資本利益率＝税引前利益 303.345÷ 自己資本 1,281 ＝ 23.68%
景気減速：税引前自己資本利益率＝税引前利益 -308.119÷ 自己資本 1,281 ＝ -24.05%
税引前自己資本利益率の期待値
＝ 23.68% ×1/2 ＋ (-24.05% )×1/2 ＝ 11.84 － 12.03 ＝ -0.19%
→ムリ！ 本試験では緊張しているし、間違える可能性大。
→ ( 設問 2) の文章問題だけは何とか得点しよう！
( 設問 2)
何言ってるかさっぱりわからん！こういった場合は、常識的な範囲内で解答を作ろう！
①基本的に問題点を解決するために、設問を解いているはずだ。
②そうした場合、負債が返済されると何かが改善されるはず。
③税引前自己資本利益率のバラツキは小さくなった方が改善された気がする。
じゃ、理由づけ
④負債返済により金利負担が減少する
⑤景気変動により売り上げ減少するも利益率の低下が抑えられる
→結論部分は「税引前自己資本利益率のバラツキは小さくなる。」で答えよう！
→理由部分は④と⑤をうまくまとめよう！
問題の階層を考える！
経営分析
→経営指標：自己資本比率 ( 借入金 ) における問題点の解決
以上から導き出した解答：
( 設問 1)
－ 0.19%
( 設問 2)
「税引前自己資本利益率のバラつきは小さくなる。理由は、本社の売却益を全額負債の
返済に充当することにより、景気変動で売り上げが減少した場合でも金利負担が減少し、
利益率の低下が抑えられるためである。」96 字
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第 3 問は、第 1 問で示した経営指標のうち、有形固定資産 ( 固定費 ) について改善する
問題だ。
第 3 問 ( 配点 20 点 )
D 社では、売上高と利益の関係を把握するため、経常利益ベースでの損益分岐点分析に
よるシミューションを開始した。平成 20 年度の売上原価に占める固定費は 1,598 百万円
である。推計によると、平成 21 年度に景気が減速した場合、20%程度の売上高減少が見
込まれることがわかった。
また、本社 ( 土地及び建物 ) を売却しない場合の平成 21 年度の固定費および営業外損
益は平成 20 年度と同額とする。
なお、金利を 8%とし、販売費及び一般管理費、営業外損益はすべて固定費とする。
( 設問 1)
D 社の平成 20 年度の損益分岐点売上高を求め、(a) 欄に記入せよ。
また、本社を売却しない場合について、平成 21 年度の売上高が平成 20 年度より 20%
減少したときに予想される経常利益を求め、(b) 欄に記入せよ。
なお、計算結果は百万円単位で解答し、百万円未満を四捨五入すること。
( 設問 2)
本社を売却した場合の平成 21 年度の損益分岐点売上高を求め、(a) 欄に記入せよ ( 計算
結果は百万円単位で解答し、百万円未満を四捨五入すること )。
また、この結果、営業レバレッジがどのように変化し、その変化が D 社の業績にどの
ような影響を与えるかを、財務・会計の観点から 100 字以内で (b) 欄に説明せよ。
まず題意から考えよう！
題意：
( 設問 1) 本社を売却しない場合
(a) 平成 20 年度の損益分岐点売上高を求めよ
(b) 平成 21 年度の予想される経常利益を求めよ
( 設問 2) 本社を売却した場合
(a) 平成 21 年度の損益分岐点売上高を求めよ
(b) 営業レバレッジがどのように変化し、その変化がどのような影響を与えるか説明
せよ
解答の骨子 ( 設問 2)(b) について
例 1：営業レバレッジは、～のように変化する。
その変化は、D 社の業績に～のような影響を与える。
例 2：営業レバレッジは、～のように変化する。
D 社の業績に与える影響は、～である。
※具体的な理由を述べるときは、因果関係に注意して書くようにする。
→「～により、～である」「～のため、～である」という表現を使う。
次に制約条件を考える！
リード文の制約条件：
①平成 20 年度の売上原価に占める固定費は 1,598 百万円
②平成 21 年度に景気が減速した場合、20%程度の売上高減少が見込まれる
③本社を売却しない場合
平成 21 年度の固定費および営業外損益は平成 20 年度と同額
④金利 8%
⑤販売費及び一般管理費、営業外損益はすべて固定費
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制約条件：
( 設問 1) 本社を売却しない場合
(a)(b) 計算結果は百万円単位で解答、百万円未満を四捨五入
(b) 平成 21 年度の売上高が平成 20 年度より 20%減少
( 設問 2) 本社を売却した場合
(a)(b) 計算結果は百万円単位で解答、百万円未満を四捨五入
(b) 営業レバレッジ、D 社の業績、財務・会計の観点から説明する
→営業レバレッジ：大きくなる、小さくなる等の変化をはじめに書く
→ D 社の業績：本社売却と売上高 20%減少による影響を書く
解答へのアプローチ！
( 設問 1) 本社を売却しない場合
(a) 平成 20 年度
売上高：5,611
売上原価：4,204( 固定費：1,598、変動費：4,204 － 1,598 ＝ 2,606)
販管費：931( 固定費：931)
営業外収益：3
営業外費用：208( 固定費：205)
変動費：2,606、固定費：2,734、限界利益：5,611 － 2,606 ＝ 3,005
限界利益率：3,005/5,611
損益分岐点売上高＝固定費 / 限界利益率
＝ 2,734/(3,005/5,611) ＝ 2,734×5,611÷3,005 ＝ 5,105
(b) 平成 21 年度
売上高：5,611×(1 － 0.2) ＝ 4,488.8
変動費：2,606×(1 － 0.2) ＝ 2,084.8
固定費：2,734
経常利益：4,488.8 － 2,084.8 － 2,734 ＝－ 330
→設問 1 はサービス問題。絶対にゲットすべし！
( 設問 2)
(a) 平成 21 年度
売上高：4,488.8
変動費：2,084.8
固定費：2,395 ※
限界利益：4,488.8 － 2,084.8 ＝ 2,404
限界利益率：2,404/4,488.8 →変化なし
損益分岐点売上高＝固定費 / 限界利益率
＝ 2,395/(2,404/4,488.8) ＝ 2,395×4,488.8÷2,404 ＝ 4,472
※固定費 2,395 百万円
本社の売却益：18 億円 (1,800 百万円 )
金利分 借入金 1,800× 金利 8%＝ 144 百万円
∴営業外費用＝ 208 － 144 ＝ 64 百万円
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オフィスの賃貸料＝年 4,500 万円 (45 百万円 ) 増加
本社の年間委託費＝ 6,000 万円 (60 百万円 ) 増加
販売費・一般管理費＝ 3 億円 (300 百万円 ) 削減
∴販売費・一般管理費＝ 931 ＋ 45 ＋ 60 － 300 ＝ 736 百万円
固定費＝売上原価に占める固定費 1,598 ＋販売費・一般管理費 736
＋営業外費用 64 －営業外収益 3 ＝ 2,395 百万円
経常利益：4,488.8 － 2,084.8 － 2,395 ＝ 9( 黒字 )
→固定費計算で間違える可能性大！設問 2 の解答は具体的な数値は書かないことにし
よう！
→ただし借入金利と販管費の減少により固定費は減少することは分かる
(b)
前提知識：過去問まとめ資料より ( 平成 15 年 第 2 問 設問 2)
企業収益の不確実性、変動制をもたらす要因
→①企業の費用構造の差 ( ビジネスリスク )
→②負債による資金調達から生じる固定的な利子支払い ( 財務リスク )
営業レバレッジ
→変動費、固定費の費用構造の差によって、売上変化が利益変化に影響を与えるこ
と
→変動比率の低下
( 材料費、外注費、荷造運賃費、仕入原価 等 )
→固定費総額の抑制
( 人件費、減価償却費、経費、金融費用 等 )
設問 1 の損益分岐点売上高の計算結果から考察できることは？
→本社を売却した場合、借入金利や販管費などの固定費が減少する
→固定費が減少すると、損益分岐点売上高は低下する
→損益分岐点売上高が低下すると、売上げが低下しても利益を確保しやすくなる
営業レバレッジの変化は？
→固定費の減少により営業レバレッジは低下する
その変化が与える影響は？
→営業レバレッジが低下すると売上変化に対する利益変化の割合が小さくなる
→景気の減速で売上高が減少しても利益に与える影響が小さくなり、D 社の業績低下
を抑制できる
参考 意思決定会計講義ノートより
意思決定会計講義ノートの p.13 には、経営レバレッジ係数の求め方が紹介されている。
売上高 ( 営業量 ) が 1 単位変動した時に営業利益がどれだけ変動するかを示す指標が経
営レバレッジである。売上高の変動以上に営業利益が変動するのは製造・販売コストに固
定費が存在するからである。固定費の割合が大きければ大きいほど経営レバレッジは大き
くなる。経営レバレッジ係数は次の式で求められる。
経営レバレッジ係数＝営業利益の変化率／売上高の変化率
＝ ( 営業利益の変動／営業利益 ) ／ ( 売上高の変動／売上高 )
＝限界利益／営業利益
確かめてみるとわかるが、売上高が損益分岐点売上高に近づけば近づくほど経営レバレ
ッジ係数は大きくなる。
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問題の階層を考える！
経営分析
→経営指標：有形固定資産回転率 ( 固定費 ) における問題点の解決
以上から導き出した解答：
( 設問 1)
(a)5,105 百万円
(b)−330 百万円
( 設問 2)
(a)4,472 百万円
(b)「固定費の減少により営業レバレッジは低下する。営業レバレッジが低下すると売
上変化に対する利益変化が小さくなるため、景気の減速で売上高が減少しても利益
に与える影響が小さくなり、D 社の業績低下を抑制できる。」100 字
解説の途中で出てきた「過去問まとめ」資料は、平成 13 年度～平成 18 年度までの過
去問をまとめた資料だ。受験生時代は、今ここで紹介している題意や制約条件、切り口な
どを各設問ごとにエクセルでまとめて繰返し解いていた。
第 4 問は、第 1 問で示した経営指標のうち、利益率に着目している問題だ。D 社は米国
等への海外輸出も手がけ高収益性を長所としているが、為替変動による売上高の変動リス
クが経営の課題になっている。このリスクを低減させることが本設問の目的だ。
第 4 問 ( 配点 20 点 )
D 社は、Y 社への売り上げは円建てで支払いを受けているが、海外に輸出する自社製品
の支払いは上期末と下期末の 2 回に分けて米ドルで受け取っている。この為替リスクをヘ
ッジするため、D 社は、通常、各半期の期首に予想売上高分の為替予約を行っている。平
成 21 年度上期分は 1 ドル 100 円で 500 万ドルの為替予約 ( ドルの売り建て ) を行った。
( 設問 1)
平成 21 年度の上期の売上高は、予想を下回り 430 万ドルであった。上期末の為替のス
ポットレートは 102 円であった。この場合の為替による損益を求めよ ( 単位 : 万円 )。
( 設問 2)
D 社では、オプションを用いて為替リスクをヘッジすることも検討している。1 ドル
100 円で決済するためには、どのようなオプションを用いるべきか、50 字以内で (a) 欄に
説明せよ。
また、オプションを用いた場合の長所と短所を 100 字以内で (b) 欄に説明せよ。
まず題意から考えよう！
題意：
( 設問 1)
為替による損益を求めよ
( 設問 2)
(a) どのようなオプションを用いるべきか説明せよ
(b) オプションを用いた場合の長所と短所を説明せよ
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解答の骨子 ( 設問 2) について
(a) 例：D 社は、～のようなオプションを用いるべきである。
※ 50 字なので 1 文で記述する。
→要約力を強化しよう！
(b) 例：オプションを用いた場合の長所は、～である。短所は、～である。
※具体的な理由を述べるときは、因果関係に注意して書くようにする。
→ここでは「～することで、～の点である」という表現を使った。
次に制約条件を考える！
リード文の制約条件：
①海外に輸出する自社製品の支払い
上期末と下期末の 2 回に分けて米ドルで受け取っている
②この為替リスクをヘッジするため
各半期の期首に予想売上高分の為替予約
平成 21 年度上期分は 1 ドル 100 円で 500 万ドルの為替予約 ( ドルの売り建て )
制約条件：
( 設問 1)
①平成 21 年度の上期の売上高は、予想を下回り 430 万ドル
②上期末の為替のスポットレートは 102 円
③単位 : 万円
( 設問 2)
(a)(b) オプションを用いて為替リスクをヘッジする
(a)1 ドル 100 円で決済するため
解答へのアプローチ！
( 設問 1)
平成 21 年度上期分は 1 ドル 100 円で 500 万ドルの為替予約
実際の売上高 430 万ドル⇒ 70 万ドルが不足
上期の為替レートは 1 ドル 102 円、このレートで 70 万ドル調達する
70 万 ×102 円＝ 7,140 万円
この 70 万ドルを為替予約レート 1 ドル 100 円で売ることになる
70 万 ×100 円＝ 7,000 万円
差し引き 140 万円の為替差損となる
( 設問 2)
前提知識：過去問まとめ資料より ( 平成 13 年 第 3 問 設問 2)
コールオプション：買い手に対して「買う」権利を与えるもの
プットオプション：買い手に対して「売る」権利を与えるもの
アメリカンタイプ：権利行使期間内の営業日であればいつでも権利行使が可能
ヨーロピアンタイプ：約定の権利行使日（確定日）にのみ権利行使が可能
輸入業者：外国通貨のコールオプションを購入する。
→円高：権利放棄、円安：権利行使
輸出業者：外国通貨のプットオプションを購入する。
→円高：権利行使、円安：権利放棄
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(a)
D 社は輸出業者
→外国通貨のプットオプションを購入する
→外国通貨は米ドル
→ 1 ドル 100 円で決済する ( 制約条件より )
(b)
D 社は輸出業者
→円高：権利行使、円安：権利放棄
→円高：権利行使
利益は「円高による為替差益－オプションの購入料」⇒利益減少：短所
→円安：権利放棄
損失は「オプションの購入料のみ」⇒円安による為替差損の回避：長所
問題の階層を考える！
経営分析
→経営指標：売上高総利益 ( 利益率 )、為替差損による収益減少リスクの低減
以上から導き出した解答：
( 設問 1)
−140 万円
( 設問 2)
(a)「D 社は為替リスクをヘッジするため、1 ドル 100 円で決済できる米ドルのプット
オプションを用いるべきである。」51 字
(b)「オプションを用いた場合の長所は、円安になった場合、権利放棄することで損失
がオプション料分だけに抑制できる点である。短所は、円高になった場合、権利行
使をすることでオプション料分の利益が減少する点である。」100 字
財務事例は、経営分析でいかに得点が得られるかが、合格の成否を握ると感じる。経営
分析は毎年必ず出題されており、傾向も大体同じだ。過去問を繰返し解くことで、経営指
標の選択方法や経営分析独特の言い回しを覚えていくといいだろう。
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IV．一次試験用のキーワード
中小企業診断士試験の「試験科目設置の目的」と「内容」についてまとめてみた。
出展は平成 20 年度中小企業診断士第 1 次試験案内からである。
二次試験の学習の第一歩は、キーワードの抽出を行うことだと思う。
１．経済学・経済政策
（科目設置の目的）
企業経営において、基本的なマクロ経済指標の動きを理解し、為替相場、国際収支、雇
用・物価動向等を的確に把握することは、経営上の意思決定を行う際の基本である。また、
経営戦略やマーケティング活動の成果を高め、他方で積極的な財務戦略を展開していくた
めには、ミクロ経済学の知識を身につけることも必要である。このため、経済学の主要理
論及びそれに基づく経済政策について、以下の内容を中心に知識を判定する。
（内 容）
⑴ 国民経済計算の基本的概念
国民所得概念と国民経済計算、貯蓄と投資、総需要と総供給
⑵ 主要経済指標の読み方
国民所得統計、雇用統計、鉱工業生産指数、消費者物価指数、国内企業物価指数、工業統
計、商業統計、産業連関表、景気動向指数
⑶ 財政政策と金融政策
IS － LM 曲線、雇用と物価水準、マネーサプライ、資本市場・金融市場、政府支出と財政政策、
貨幣理論と金融政策、景気変動と景気循環
⑷ 国際収支と為替相場
比較生産費と貿易理論、国際収支と為替変動、国際資本移動と国際資金フロー
⑸ 主要経済理論
ケインズ理論、サプライサイド・エコノミクス、マネタリズム、古典派と新古典派理論、
新保守主義とシカゴ学派、新制度主義経済学
⑹ 市場メカニズム
需要・供給・弾力性の概念、市場均衡・不均衡、競争的市場の資源配分機能、「市場の失敗」
と外部性、公共財と政府規制
⑺ 市場と組織の経済学
取引費用概念、プリンシパル・エージェント概念、情報の不完全性、ゲームの理論
⑻ 消費者行動と需要曲線
効用理論、予算制約と消費者の選択行動、代替効果と所得効果
⑼ 企業行動と供給曲線
利潤最大化仮説、生産関数と限界生産性、費用曲線とサンクコスト、収穫逓増・逓減、規
模の経済性・範囲の経済性
⑽ 産業組織と競争促進
市場構造と競争モデル、独占の弊害と寡占下の協調行動、製品差別化と独占的競争、参入
障壁と市場成果、研究開発と技術革新、事業活動の国際化と通商政策、中小企業と産業政
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策、規制緩和と民営化
⑾

その他経済学・経済政策に関する事項

２．財務・会計
（科目設置の目的）
財務・会計に関する知識は企業経営の基本であり、また企業の現状把握や問題点の抽出
において、財務諸表等による経営分析は重要な手法となる。また、今後、中小企業が資本
市場から資金を調達したり、成長戦略の一環として他社の買収等を行うケースが増大する
ことが考えられることから、割引キャッシュフローの手法を活用した投資評価や、企業価
値の算定等に関する知識を身につける必要もある。このため、企業の財務・会計について、
以下の内容を中心に知識を判定する。
（内 容）
⑴ 簿記の基礎
簿記原理、会計帳簿、決算処理一巡（試算表・精算表の作成、決算仕訳、貸借対照表・損
益計算書の作成）
⑵ 企業会計の基礎
損益計算書（収益の会計、費用の会計）、貸借対照表（資産の会計、負債の会計、純資産
の会計）、キャッシュフロー計算書、企業結合（合併・分割、連結決算）、会計ディスクロ
ージャー、税効果会計
⑶ 原価計算
原価概念、原価計算の種類と方法
⑷ 経営分析
経営比率分析（収益性、流動性、生産性、成長性）、損益分岐点分析、利益増減分析
⑸ 利益と資金の管理
利益計画（限界利益と貢献利益、プロダクト・ミックス）、予算・実績差異分析、資金繰
りと資金計画
⑹ キャッシュフロー（CF）
CF の種類と算出（CF の概念、営業 CF、投資 CF、財務 CF）、CF マネジメント（フリー
CF、運転資金の管理、CF 関連比率）
⑺ 資金調達と配当政策
資金調達の形態（内部金融と外部金融、直接金融と間接金融、自己資本と他人資本、企業
間信用、リース）、資本コスト（借入金のコスト、社債のコスト、普通株式のコスト、剰
余金のコスト、加重平均資本コスト）、配当政策（配当の種類、配当性向、配当政策の効果）、
最適資本構成（財務レバレッジ、モジリアーニ・ミラー（MM）理論）
⑻ 投資決定
貨幣の時間価値と割引キャッシュフロー（DCF）、投資評価基準（回収期間法、会計的投
資利益率法、内部収益率（IRR）法、正味現在価値（NPV）法、収益性指数法）、不確実
性下の投資決定
⑼

証券投資論

Copyright(C) 2010 @yorikatu All rights reserved.

63

ポートフォリオ理論（ポートフォリオのリスクとリターン、効率的ポートフォリオ、最適
ポートフォリオの選択）、資本市場理論（資本資産評価モデル（CAPM）の理論、指数モデル、
CAPM と財務決定）
⑽ 企業価値
株価の算定（配当割引モデル、株価収益率、株価純資産倍率、株価キャッシュフロー倍率）、
企業価値評価モデル（割引超過利益モデル、割引キャッシュフローモデル）、企業合併・
買収における企業評価（収益還元方式、純資産方式、市場株価比較方式）
⑾ デリバティブとリスク管理
リスクの種類、オプション取引（コールオプション、プットオプション）、先物取引（先
物為替予約、通貨先物取引）、スワップ（金利スワップ、通貨スワップ）
⑿

その他財務・会計に関する事項

３．企業経営理論
（科目設置の目的）
企業経営において、資金面以外の経営に関する基本的な理論を習得することは、経営に
関する現状分析及び問題解決、新たな事業への展開等に関する助言を行うにあたり、必要
不可欠な知識である。また、近年、技術と経営の双方を理解し、高い技術力を経済的価値
に転換する技術経営（MOT）の重要性が高まっており、こうした知識についても充分な
理解が必要である。このため、経営戦略論、組織論、マーケティング論といった企業経営
に関する知識について、以下の内容を中心に判定する。
（内 容）
３－１．経営戦略論
⑴ 経営計画と経営管理
マネジメント・サイクル、期間別経営計画、意思決定の階層構造、経営管理の原則、意思
決定プロセス
⑵ 企業戦略
外部環境分析・内部環境分析、事業領域（ドメイン）の決定、階層別戦略（事業戦略、機
能戦略）、戦略立案プロセス、組織と戦略（事業部制、カンパニー制、持株会社等）、組織
文化と戦略
⑶ 成長戦略
成長のマネジメント、多角化（シナジー、多角化戦略の分類）、M ＆ A、戦略的提携
⑷ 経営資源戦略
経営資源、PPM（SBU、製品ライフサイクル、経験曲線、市場占有率

等）

⑸ 競争戦略
業界の競争構造分析、競争回避の戦略、競争優位の戦略（コストリーダーシップ、差別化、
集中）、競争地位別戦略（チャレンジャー、リーダー、フォロワー、ニッチャー）、デファ
クト・スタンダード、コア・コンピタンス
⑹ 技術経営（MOT）
技術戦略（技術戦略の策定（技術の特徴把握・評価、自社資源の評価、外部資源の活用（共
同開発、技術導入 等））、特許戦略）、研究開発管理（研究開発組織（組織形態、管理者
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の役割、技術者の人事管理と能力開発）、研究開発計画と開発プロセス、予算管理と特許
管理）、イノベーションのマネジメント、知識経営（ナレッジ・マネジメント）
⑺

国際経営（グローバル戦略）

⑻

企業の社会的責任（CSR）

⑼

その他経営戦略論に関する事項

３－２．組織論
⑴ 経営組織の形態と構造
組織形態（職能制組織、機能別組織、事業部制組織、マトリックス組織）、組織の構成原理（コ
ミュニケーション、命令の一元性、分業・専門化と調整、権限と責任）
⑵ 経営組織の運営
意思決定システム、モチベーション（マズローの欲求段階説、ハーズバーグの２要因理論、
ヴルームの期待理論）、モチベーション管理、モラール管理、リーダーシップ（特性理論、
行動理論、二次元論、状況理論）、経営者・管理者行動、組織と文化（経営理念、組織風
土と組織文化）、組織活性化（一体化度、無関心度、組織開発、小集団活動、ナレッジ・
マネジメント／組織学習）、組織間関係（組織間関係の類型、分析モデル（資源依存、組
織正当性、エージェンシー、組織エコロジー）、ネットワーク組織、クラスター）、企業統
治（コーポレート・ガバナンス）、組織のパワーとポリティクス、組織変革（チェンジ・
マネジメント）
⑶ 人的資源管理
労働関連法規（労働基準法、労働組合法、労働安全衛生法、労働保険、社会保険、労働者
派遣法）、人事・労務情報（職務分析の意義と方法、人事考課の意義と方法）、雇用管理（採用、
配置、人事異動・昇進、資格制度）、能力開発（教育訓練・能力開発の種類（階層・目的）、
能力開発の方法（OJT、Off － JT、自己啓発）、組織開発の意義と方法）、賃金管理（賃金体系、
基本給類型の体系、職務評価方法）、作業条件管理（労働時間管理、労働安全管理、労働
衛生管理）、経営戦略と人的資源管理の適合性
⑷

その他組織論に関する事項

３－３．マーケティング論
⑴ マーケティングの基礎概念
マーケティングの定義、マーケティング・コンセプト、マーケティングの機能、ソーシャ
ルマーケティング
⑵ マーケティング計画と市場調査
マーケティング目標設定（目標売上高、目標利益、市場占有率）、標的市場の設定と接近
（市場の分類、総合的市場接近法、市場細分化接近法）、マーケティング・ミックス（製品
ライフサイクル、マーケティング目標と戦略、マーケティング・ミックスの展開）、市場
調査の意義と方法（市場調査の目的、対象領域、種類、プロセス）
⑶ 消費者行動
消費者行動の決定要素とプロセス（基本的決定要素と環境的決定要素、消費者行動のモデ
ル）、心理的決定要素（ニーズ、動機付け、態度、学習、パーソナリティ）、社会的決定要
素（家族、準拠集団、社会階層、文化）、意思決定（評価基準、ブランド選定の規則）
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⑷ 製品計画
製品の意義（製品の定義、製品の種類：消費者用品（最寄り品、買回り品、専門品）・産
業用品（原材料、主要設備品、補助設備品、構成部品、加工材料、業務用消耗品、業務サ
ービス））、プロダクト・ミックス（定義、プロダクト・ラインの幅と深さ）、ブランド計
画（ブランドの利点、種類、ブランド・ネーム、マルチブランド、ブランド・ポジション）、
パッケージング計画（意義、目的、開発）
⑸ 製品開発
市場性評価（市場動向分析、競合分析）、マーチャンダイジング（製品企画・仕様・デザイン、
製品技術・製造コスト、テストマーケティング、製造計画、商業化（市場化）計画）
⑹ 価格計画
価格計画の目的と設定要因（価格目的、価格決定の検討要因、価格決定プロセス）、価格
政策（開拓的価格政策、心理的価格政策、販売促進的価格政策）、価格決定（費用志向的
価格決定、競争志向的価格決定、小売価格の決定、製造業における価格調整）
⑺ 流通チャネルと物流
流通チャネルの機能と種類（チャネルの目的、機能、チャネル統合、チャネルの種類）、
流通チャネル政策（開放的流通チャネル、選択的流通チャネル、専属的流通チャネル、流
通チャネルの評価と管理）、物流（受注処理、物資の取扱い、保管、在庫管理、輸送、サ
プライチェーン・マネジメント）
⑻ プロモーション
プロモーション政策（プロモーション・ミックス、プッシュ政策、プル政策、プロモーシ
ョン戦略と製品ライフサイクル）、人的販売（役割、販売員の種類、進め方、販売員管理）、
広告（広告の定義、種類、広告計画、媒体計画、広告表現）、販売促進（目的、種類、消
費者向け：サンプリング・プレミアム・クーポン・教育・コンテスト・スタンプ、流通業
者向け：ディーラーコンテスト・ヘルプス・販売助成・報奨金・プレミアム・特別出荷、
社内向け：実施プログラム、関係法規：景品表示法 等）、PR（内容、必要性、使用媒体、
方法、パブリシティ）
⑼ 応用マーケティング
関係性マーケティング、顧客関係性管理（CRM）、サービス・マーケティング、ダイレクト・
マーケティング
⑽

その他マーケティング論に関する事項

４．運営管理（オペレーション・マネジメント）
（科目設置の目的）
中小企業の経営において、工場や店舗における生産や販売に係る運営管理は大きな位置
を占めており、また、近年の情報通信技術の進展により情報システムを活用した効率的な
事業運営に係るコンサルティングニーズも高まっている。このため、生産に関わるオペレ
ーションの管理や小売業・卸売業・サービス業のオペレーションの管理に関する全般的な
知識について、以下の内容を中心に判定する。
（内 容）
４－１．生産管理
⑴ 生産管理概論
生産管理の基礎（生産管理の基本機能、管理目標（PQCDSME：生産性、品質、コスト・
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経済性、納期・生産量、安全性、モラール、環境）、生産形態と情報システム（生産形態（見
込生産、受注生産、多種少量生産、少種多量生産、個別生産、ロット生産、連続生産 等）、
情報システム（生産システムへの IT の利用、ERP、SCM、FA 等））
⑵ 生産のプラニング
工場立地とレイアウト（工場立地の留意点（国内生産、海外生産、生産拠点 等）、工場
レイアウト（システマティックレイアウトプラニング、プラントレイアウト、設備配置
等））、製品開発・製品設計（製品開発（製品のライフサイクル、顧客満足、製品系列 等）、
製品設計（機能設計、生産設計、組立容易性、VA ／ VE 等）、設計技術（コンカレント
エンジニアリング、CAD、CAM 等））、生産技術（材料（金属材料、非金属材料、複合
材料 等）、加工技術（切削・研削、塑性加工、熱処理、化学処理 等）、自動機械（溶接、
塗装、加工、組立、搬送、仕分け、保管、汎用機 等）、新技術（バイオテクノロジー、
ナノテクノロジー 等））、生産方式（ライン生産（ラインバランシング、編成効率、ライ
ンの形態 等）、セル生産（自動加工、グループテクノロジー、１人生産 等）、管理方式
（JIT、オーダエントリー、生産座席予約、製番管理 等））、生産計画（需要予測（指数平滑、
移動平均 等）、需給計画（MRP 等）、日程計画（大日程計画、中日程計画、小日程計画、
基準日程、スケジューリング、PERT 等）、能力と負荷（人員計画、負荷計画、標準時間、
稼働率、余裕率 等））、資材調達・外注管理（購買管理（ABC 分析、発注方式、EOQ 等）、
外注管理（選定基準、外注指導、外注の評価 等））
⑶ 生産のオペレーション
品質管理（QC 手法（QC 七つ道具、新 QC 七つ道具 等）、TQM、ISO9000）、物の流れ
（資材・在庫・運搬）の管理（現品管理、在庫管理、マテリアルハンドリング、分析手法
（製品工程分析、運搬分析手法、活性示数、流動数分析 等））、人の動きの管理（作業管
理（標準作業、標準時間、モラール、多能工化、職務訓練、職務設計 等）、作業研究（方
法研究、作業測定、時間研究 等）、分析手法（作業者工程分析、連合作業分析、動作分
析、稼働分析 等））、設備管理（設備管理の基礎（５S、工具管理、設備のライフサイク
ル 等）、保全（保全方法、故障、工事、保全活動 等）、評価と更新（設備効率、設備更
新、減価償却、耐用年数 等）、経済性工学（独立案、排反案、現価、年価、終価、投資
案の評価 等）、TPM）、生産の合理化・改善（原理原則（３S、ECRS の原則（改善の原則）、
５W １H、動作経済の原則 等）、自主管理活動）、廃棄物等の管理（環境保全に関する法規、
廃棄物の処理・管理（基礎的技術、環境対策、ゼロエミッション 等）、資源の有効活用（リ
フューズ、リデュース、リサイクル、リユース 等）、ISO14000）
⑷

その他生産管理に関する事項

４－２．店舗・販売管理
⑴ 店舗・商業集積
店舗施設に関する法律知識（都市計画法、大規模小売店舗立地法、中心市街地活性化法、
建築基準法、消防法）、店舗立地と出店（立地条件、商圏分析、出店評価）、商業集積（シ
ョッピングセンター、商店街、共同店舗）、店舗施設（店舗構造、店舗設備・什器、照明
と色彩）
⑵ 商品仕入・販売（マーチャンダイジング）
商品予算計画（販売予算、仕入予算、在庫予算）、商品計画（業種業態、商品構成、品揃
え）、商品調達・取引条件（仕入方法、仕入先の選定管理、取引条件）、売場構成・陳列（売
場レイアウト、商品陳列）、価格設定（価格政策、価格決定手法、特売・値下げ）、販売促
進（販売促進計画、店内プロモーション、店外プロモーション）
⑶

商品補充・物流
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商品在庫管理（発注方法、在庫数量管理、需要予測）、輸配送管理（輸送手段・ネットワーク、
ユニットロード、共同輸配送）、物流センター管理（物流センター機能・設計、物流セン
ター運営）
⑷ 流通情報システム
店舗システム（POS システム、顧客管理システム）、取引情報システム（商品コード、商
品マスター）、物流情報システム（バーコード、RFID、トレーサビリティ）
⑸

その他店舗・販売管理に関する事項

５．経営法務
（科目設置の目的）
創業者、中小企業経営者に助言を行う際に、企業経営に関係する法律、諸制度、手続等
に関する実務的な知識を身につける必要がある。また、さらに専門的な内容に関しては、
経営支援において必要に応じて弁護士等の有資格者を活用することが想定されることか
ら、有資格者に橋渡しするための最低限の実務知識を有していることが求められる。この
ため、企業の経営に関する法務について、以下の内容を中心に基本的な知識を判定する。
（内 容）
⑴ 事業開始、会社設立及び倒産等に関する知識
事業の開始（個人の事業開始（個人事業の特徴、開業までの準備）、法人の事業開始（法
人の種類、会社の設立と登記、組合の設立と登記））、届出・手続等（許認可・届出が必要
な事業、労働保険・社会保険の届出、税務上の届出（個人事業の開廃業等届出書、給与支
払事業所等の開設届出書、所得税の青色申告の承認申請書、棚卸資産の評価方法・減価償
却資産の償却方法 等））、合併等の手続（合併・営業譲渡等の手続、組織変更手続（個人
→法人、組合→会社））、倒産等の手続（倒産等に関する法律に基づく手続（会社更生法、
民事再生法、会社法（会社の解散、清算、特別清算））
⑵ 知的財産権に関する知識
産業財産権（工業所有権）の内容と取得方法（特許権、実用新案権、意匠権、商標権）、
著作権の内容（著作権等の種類と内容（著作者人格権、著作権、著作隣接権）、著作権の
成立と保護（成立、保護期間、著作権侵害に対する措置））、知的財産権に関する契約等
（産業財産権（工業所有権）に関する契約（移転契約、ライセンス契約）、著作権等に関す
る契約（音楽・キャラクター等のライセンス契約、ソフトウェアのライセンス契約 等）、
トレードシークレットに関する知識）
⑶ 取引関係に関する法務知識
契約に関する基礎知識（契約の成立要件（当事者、目的、意思表示）、契約の有効要件、
外国企業との取引に関する法律知識、英文契約に関する知識）、契約の類型と内容（守秘
義務契約、共同研究契約、売買契約（動産売買、貿易契約（CIF、FOB 等）、不動産売買、
有価証券売買）、事業提携契約、フランチャイズ契約、事業買収契約、合弁契約）
⑷ 企業活動に関する法律知識
民法（物権、債権、相続）、会社法（株式、会社の機関、会社の計算）、金融商品取引法、
独占禁止法、不正競争防止法、製造物責任法、消費者保護法、トレードシークレット
⑸ 資本市場へのアクセスと手続
資本市場に関する基礎的知識（市場の種類、必要な届出書・通知書等の書式と根拠法）、
有価証券報告書とディスクロージャー（有価証券報告書の内容と作成、インベスターズ・
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リレーション）、社債発行の手続、株式公開手続
⑹

その他経営法務に関する事項

６．経営情報システム
（科目設置の目的）
情報通信技術の発展、普及により、経営のあらゆる場面において情報システムの活用が
重要となっており、情報通信技術に関する知識を身につける必要がある。また、情報シス
テムを経営戦略・企業革新と結びつけ、経営資源として効果的に活用できるよう適切な助
言を行うとともに、必要に応じて、情報システムに関する専門家に橋渡しを行うことが想
定される。このため、経営情報システム全般について、以下の内容を中心に基礎的な知識
を判定する。
（内 容）
６－１．情報通信技術に関する基礎的知識
⑴ 情報処理の基礎技術
ハードウェア（コンピュータの機能、コンピュータによる処理、コンピュータの利用）、
ソフトウェア（ソフトウェアとその種類、オペレーティングシステム、プログラム言語と
言語プロセッサ、パッケージソフト・ミドルウェア）、プログラム設計（アルゴリズム、
データ構造、プログラミング技法）
⑵ 情報処理の形態と関連技術
バッチ処理、オンライン処理、リアルタイム制御処理、分散処理、クライアント・サーバ
システム、対話型処理システム、マルチメディアシステム、Web コンピューティング
⑶ データベースとファイル
データベースの構造・種類、データベースの管理システム、ファイルの概念、ファイルの
編成
⑷ 通信ネットワーク
通信ネットワークの役割、通信ネットワークの基礎技術、ネットワーク・アーキテクチャ、
LAN・VAN、インターネット・イントラネット・エクストラネット
⑸ システム性能
システムの性能評価、システムの信頼性・経済性
⑹

その他情報通信技術に関する基礎的知識に関する事項

６－２．経営情報管理
⑴ 経営戦略と情報システム
経営戦略と情報化（経営戦略の明確化、経営戦略の策定、e －ビジネス、情報化社会）、
情報システムの種類と内容（データ支援システム、意思決定支援システム、経営者支援情
報システム、戦略情報システム、情報ネットワークシステム、企業革新と情報システム）
⑵ 情報システムの開発
システム化の計画とプロセス（システム構想策定、システム分析・設計技法、システム実
行計画の作成、システム設計開発体制の整備）、現行システムの分析（業務分析・設計、
利用者の要求への対応）、全般システム分析・設計（目標定義、概念モデル、組織上の制約、
データ処理組織の定義、システム設計プロポーザルの作成）、システムテスト・導入支援（シ
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ステムテスト技法、システム導入支援）
⑶ 情報システムの運用管理
システム運用（利用者の参加・教育、情報専門家の育成・配置、システム運用管理体制、
中長期的なシステム改善計画策定、プロジェクト管理）、セキュリティとリスク管理（機
密保護・改ざん防止、不正侵入対策・可用性対策、インテグリティ対策、リスク管理）
⑷ 情報システムの評価
品質評価、価値評価
⑸ 外部情報システム資源の活用
アウト／インソーシング
⑹ 情報システムと意思決定
問題分析・意思決定技法、計量分析技法
⑺

その他経営情報管理に関する事項

７．中小企業経営・中小企業政策
（科目設置の目的）
中小企業診断士は、中小企業に対するコンサルタントとしての役割を期待されており、
中小企業経営の特徴を踏まえて、経営分析や経営戦略の策定等の診断・助言を行う必要が
ある。そこで、企業経営の実態や各種統計等により、経済・産業における中小企業の役割
や位置づけを理解するとともに、中小企業の経営特質や経営における大企業との相違を把
握する必要がある。
また、創業や中小企業経営の診断・助言を行う際には、国や地方自治体等が講じている
各種の政策を、成長ステージや経営課題に合わせて適切に活用することが有効である。こ
のため、中小企業の経営や中小企業政策全般について、以下の内容を中心に知識を判定す
る。
（内 容）
⑴ 中小企業経営
① 経済・産業における中小企業の役割、位置づけ
各種統計等にみる中小企業、産業構造と中小企業、大企業と中小企業、中小企業性業種、
地域産業等
② 中小企業の経営特性と経営課題
各種統計にみる中小企業経営の特徴、中小企業経営の特質と課題（経営基盤、経営の多様性、
中小企業の経営戦略、先進性と旧態性、経営資源、ビジネスシステム、産業集積、商店街、
中小企業の成長 等）、業種・業態別経営特質と課題（製造業、卸売業、小売業、サービス業、
物流業、ベンチャー企業、下請企業、小規模企業 等）、中小企業の経営環境と経営革新（経
済事情、経営環境の変化、国際化、金融、労働、環境・エネルギー、取引、経営革新への
取り組み 等）、中小企業経営に係る最近の動向（情報技術の活用、ネットワーク、産学
官連携、海外展開、創業、企業再生、知的財産権 等）
⑵ 中小企業政策
① 中小企業に関する法規と政策
中小企業関連法規、中小企業政策の体系と内容（経営サポート、金融サポート、財務サポ
ート、商業・地域サポート、相談・情報提供）、中小企業支援事業の実施体制と政策、中
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小企業新事業活動促進法の体系と政策、中小企業経営と施策活用
②

中小企業政策の役割と変遷

⑶

その他中小企業経営・中小企業政策に関する事項
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V．過去問のまとめ（平成 13 年度〜 18 年度）
組織・人事
平成１８年度

解答の考え方

第１問（配点３０点）
主語・述語
中堅化学メーカーの子会社であるＡ社にとっ
→「強みは、①〜点、②〜点、である。」
て、子会社であることの強みとして、どのよう
→「弱みは、①〜点、②〜点、である。」
な点を考えることができるか。また、その弱み
→因果関係を意識する。「××× により、△△△になる。」
として、どのような点を考えることができるか。＜強みの抽出＞
強みを（ａ）欄に、弱みを（ｂ）欄に、それぞ
①親企業の有形資産である製造設備や営業拠点の活用
れ１００字以内で述べよ。
→第２問（設問２）
→委託製造先として、親企業の営業拠点を再編する方向性
②化学メーカーで培った人材と無形資源（ノウハウ）の活用
→第２問（設問１）
→「コーディネート事業」を導く
→専門商社では蓄積されていないメーカーとしてのノウハウ
面の存在
＜弱みの抽出＞
①親企業に対する売上高の依存度
→Ａ社の経営課題：独自のビジネスモデル構築
→親企業との小さくない依存度の存在
②親企業を意識した給与水準
→Ａ社の経営課題：独自の人材育成
→衛生要因である給与体系整備の必要性
第２問（配点３０点）
Ａ社の掲げた「売上高４００億円、営業利益
率３％」という経営ビジョンを実現していく上
での事業展開について次の設問に答えよ。
（設問１）
Ａ社が掲げた売上高４００億円というビジョ
ンを実現する上で、海外事業展開はきわめて重
要である。しかし、海外事業展開は緒についた
ばかりで、現在は、すでに開設している東南ア
ジアと中国華南地域の２拠点に加えて、新たな
営業拠点を数カ所開設するといった初期段階で
ある。今後、ビジョン実現に向けて事業を拡大
していくためには、海外拠点をどのように発展
的に活用していくことが考えられるか。１００
字以内で述べよ。

出題の趣旨

事業展開および経営の独自性・独立
性が担保されている子会社の事業展
開に対して、資本関係のある出資企
業（親会社）の与える何らかの影響
に関して、中小企業診断士の立場か
ら、その強みおよび弱みを分析する
能力を問う問題である。

Ａ社のビジョン実現に向けて不可欠
Ａ社の今後の戦略
となる黎明期にある海外事業を、今
→①ファインケミカル品や環境化学品の分野を強化する。
→②取引先メーカーの技術動向、生産動向をいち早く察知し、後、どのような方向で発展・拡大さ
それに必要な原材料の委託製造をコーディネートする新しい事 せていくべきかに関して、海外営業
拠点の活用を中心に問う問題であり、
業展開を推進する。
中小企業の海外事業展開に関する基
→③親企業の事業展開の動きに対応する。
発展的な活用
本的理解と助言能力を問う問題であ
→企業の動向を知り、必要原材料ニーズ等の「情報の収集拠点」る。
として活用

Ａ社のビジョン実現に向けて事業を
主語・述語：可能性を問われている。
（設問２）
拡大していく際に、主要顧客である
→「〜の可能性は〜である。」
事業の独立性が高まりつつあるとはいえ、親
出資企業の経営方針の変化に対して、
会社との取引額が４０％を占めるＡ社にとって、親会社の動向は無視することのできない重要な要因である。
親会社の動向は無視することのできない重要な
親企業の動向に着目①：事業の絞り込み（メーカー機能強化）どのような戦略的対応を図っていく
→原材料の委託製造先として親会社を活用する。
ことが重要であるかに関して、中小
要因である。事業の集中と選択を勧めている親
親企業の動向に着目②：営業拠点の整理統合
企業診断士としての助言能力を問う
会社の動きに対して、Ａ社はどのような事業展
開を模索することができるか。その可能性につ
→親企業の営業拠点を譲り受け、情報や販売等の強化を図る。問題である。
いて、１００字以内で述べよ。
第３問（配点３０点）
従来型商社機能に加えて、新しい事業展開を
推進していくことは、経営ビジョンの達成にと
っても、また今後継続的に成長を実現していく
上でも重要である。それに関連して、次の設問
に答えよ。
（設問１）
下図は、Ａ社の現在の組織図である。
急速に変化する経営環境の中で、Ａ社が新し
い事業展開を推進していく上で、現在の組織に
は、どのようなデメリットがあるか。１００字
以内で述べよ。

主語・述語
変化する経営環境の中で新規事業を
→「現在の組織には〜のような（による）デメリットがある。」展開して行くに当たって、化学品の
組織戦略
専門商社であるＡ社の現状の組織構
→「組織構造」と「組織文化」の切り口を意識する。
造の問題点がどこにあり、その結果、
→組織構造：地域別の機能と製品別の機能が混在している。 どのような弊害が生じているかを分
制約条件
析する基本的能力を問う問題である。
①「急速に変化する経営環境の中で」
→組織間の調整が煩雑：迅速な意思決定が困難になる可能性
②「Ａ社が新しい事業展開を推進していく上で」
→コーディネート事業への進出、それに伴う海外への事業拡
大
→新事業への展開：柔軟な顧客対応ができない可能性
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（設問２）
組織戦略
Ａ社が新しい事業展開を推進していく上で、
→「組織構造」と「組織文化」の切り口を意識する。
今後、どのような組織を模索していくことが望
→組織のメリット・デメリット、意思決定の流れ、リーダー
ましいか。１００字以内で述べよ。
シップ論、権限と責任などからのアプローチを考える。
制約条件
→「Ａ社が新しい事業展開を推進していく上で」
→（設問１）迅速な意思決定、柔軟な顧客対応が可能な組織
戦略
組織文化
→社長が描くビジョンを組織全体として共有・推進できる組
織
組織構造
→混在する組織構造を事業別に再編成して環境変化に対して
迅速かつ柔軟に対応できる組織

（設問１）で分析した事実を前提に、
今後、Ａ社が新規事業を展開してい
く上で構築すべき組織の編成に関し
て、基本的知識と助言能力を問う問
題である。

主語・述語
第４問（配点１０点）
→「デメリットは〜である。」
２００４年６月に成立した改正高年齢者雇用
安定法に対応するために、Ａ社では、２００６ 制約条件
→「Ａ社にとって」
年４月から再雇用制度を採用した。確かに、少
子高齢化の中で、豊かな経験を持つ高年齢者の 人事戦略の切り口（能力向上・モラール向上）
→能力向上：新規事業展開に対する長期的な能力育成が困難
活用は、社会的に意味のあることであるし、企
→モラール向上：衛生要因（賃金の低下）、動機づけ要因（役
業にとっても貴重な経営資源の活用でもある。
しかし、その反面、いくつかのデメリットもある。職の見直し）ともに変化しモラール向上が困難
Ａ社にとって、再雇用制度がもたらすデメリッ
トについて、１００字以内で述べよ。

平成１７年度

解答の考え方

近年改正された高年齢者雇用安定法
に関する基本的理解と、その法令の
施行がＡ社の経営あるいは組織運営
に及ぼす影響について分析する能力
を問う問題である。

出題の趣旨

第１問（配点１０点）
収益構造の違い：収益を上げるスピード
Ａ社のように、インターネットや携帯電話を 切り口（規模の経済・スピードの経済）
活用したＷｅｂビジネスは、これまでの製造業
→製造業：規模の経済、設備の活用、収穫逓減
が展開してきたビジネスモデルとは、少なから
→Ｗｅｂビジネス：スピードの経済、人材の活用、収穫逓増
ず違いがある。経済効果からみて、その違いを
１００字以内で述べよ。

本問は、インターネットや携帯電話
の普及に伴って急速に変化するネッ
トワーク社会の中で成長するＷｅｂ
ビジネスと、従来型の製造業が展開
してきたビジネスモデルの違いに関
して、基本的な知識の理解を問う問
題である。

環境分析
第２問（配点１５点）
→Ａ社の強み：人材の確保
携帯電話を活用したＷｅｂビジネスの急拡大
という追い風は、Ａ社の事業を急速に成長させ ＩＴビジネスにおける視点（キーワード）
た第一の要因である。それ以外に、Ａ社の強み
→成長産業、人的資源、技術の進歩
として、どういった要因を考えることができる 切り口（既存・新規）
か。その要因について、１００字以内で述べよ。 →既存：既存社員の活用
→新規：新規社員の採用

本問は、Ｗｅｂビジネスを展開し短
期間で急速に成長を遂げてきたＡ社
の成長の要因に関して、一般環境の
変化を除外して考察したとき、保有
する経営資源の視点から、どういっ
た強みを持っていたかについての理
解を問う問題である。

全社的な社員の意識変化を組織文化の側面からアプローチする。本問は、若年の従業員によって構成
第３問（配点３０点）
される知的資源依存型企業であるＡ
社員の声なき声を反映し、３億円を超える売 創業期〜成長期初期
→社長のリーダーシップ、ビジョンの共有、自由闊達で社員 社が、その規模の成長に対応して管
上高に見合った企業を作り上げたいというＡ社
理施策を導入することによって生じ
社長の考えから、Ａ社は、様々な管理施策を取 が一丸となる
る可能性のある社員の意識の変化に
り入れた。しかし、それ以降、社員の意識は変 組織戦略の切り口
ついての理解を問う問題である。
→組織構造面：メリット、デメリットを意識する。
化し、反対にモラールが低下しているように思
→組織文化面：企業のステージごとのアプローチ。
われた。
創業期、成長期、成熟期
（設問１）
そうした社員の意識が生じる可能性について、管理制度の導入方法に問題があった。
→社員との合意がなかった。
その理由を１００字以内で述べよ。
社長の意志のみで新たな管理体制の導入
現在の組織文化への急速な新制度の導入
設問間の一貫性を重視する。
（設問２）
設問１のような事態を回避するためには、ど
→設問１で答えた理由に対し具体的な留意点を書く
ういった点に留意すべきか、１００字以内で述 組織文化を考える場合のアプローチ方法
→目的の共有化、貢献意欲、コミュニケーション
べよ。
社員からのコンセンサスを得るために社員とコミュニケーショ
ンを密にすることが必要。
切り口（情報の流れ：上→下、下→上）
→上→下：社長から社員への情報の流れ
→下→上：社員から社長への情報の流れ
第４問（配点１５点）
設立間もない規模の小さなベンチャー企業に
評価制度を新たに導入する場合、いくつかの障
害が考えられる。Ａ社社長は、個人の成果に連
動した賃金制度を模索しているが、いまだ、そ
の導入を逡巡している。その理由を、事例から
推測して１００字以内で述べよ。

本問は、知的資源依存型企業である
Ａ社の成長に不可欠な創造性や従業
員のモラールを損なうことなく、個々
人の持てる能力を発揮することので
きる状況を維持すると同時に、企業
としての組織力を発揮するための統
制を行う施策を問う問題である。

本問は、人間関係をベースにして設
人事戦略の切り口
→採用・昇進、評価制度、賃金制度、能力開発
立されたベンチャー企業であるＡ社
が、その成長に伴って必要となる管
ｅｘ．能力開発に問題がある場合
→ＯＪＴ、ＯＦＦ−ＪＴ、自己啓発、外部教育機関の活用、マ 理制度を導入する際に生じる可能性
のある諸問題に関して、成果主義賃
イスター制度
金制度の導入を事例に取り上げて、
切り口（ハード・ソフト）
評価ノウハウを持っていない
その理解を問う問題である。
→ハード：職務に応じた評価基準が不明確
→ソフト：個人を評価できる考課者がいない
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第５問（配点３０点）
市場環境の追い風に乗って、創業期を順調に
成長してきたＡ社が、今後継続的に事業を拡大
していくためには、経営管理制度の導入や事業
拡大策をとることが求められている。
（設問１）
ベンチャー企業の経営者として、次なる成長
を実現していく上で、経営管理体制の導入にあ
たって、どういった点に留意すべきか。留意す
る点を１００字以内で述べよ。

全体戦略に関する設問
スタートアップ期
→強力なリーダーシップ、ビジョンの共有、社員一丸
急成長初期
→事業への使命感、選択と集中
急成長期
→権限委譲、社内体制の組織化、経営システムの構築
切り口（ハード・ソフト）
→ハード：組織構造のデザイン化
→ソフト：職務の役割、権限の明確化

リード文：事業拡大策をとることが求められる
（設問２）
Ｗｅｂビジネスを継続的に展開していく上で 設問文：Ｗｅｂビジネスを継続的に展開していく上で
留意すべき制約条件には、どういったことが考
→今後の事業の方向性（ドメイン）を３点書く。
えられるか。制約条件として考えられる事項を ドメインの３要素
３点、それぞれ３０字以内で述べよ。
→誰に：現在のターゲットに特化
→何を：差別化された新たなコンテンツやサービス
→どのように：人材の育成、人材の確保

平成１６年度

解答の考え方

本問は、ベンチャー企業であるＡ社
が、その成長ステージに応じて経営
管理制度を導入していく上で、どう
いった点に留意し、どういった具体
的施策を講じていくべきかについて、
その理解を問う問題である。

本問は、Ａ社が展開するＷｅｂビジ
ネスを継続的に展開していく上で、
直面する可能性のある社内外の制約
条件について、認識することができ
るかどうかを問う問題である。

出題の趣旨

第１問（配点１０点）
外部環境：情報通信技術の進展と普及（白書）
これまでのＡ社の事業の盛衰は、情報通信技
→中小企業にとって機会にもなり脅威にもなる。
術の進展と普及に大きな関わりがある。フォー 設問文：「盛衰」
ム印刷参入以降のＡ社のフォーム印刷事業の業
→業績のプラス面とマイナス面をあげる。
績と情報通信技術との関連について、１００字 第３問との関連づけ
以内で述べよ。
→「Ａ社の業績不振の要因」を伝えるようにする。
切り口（機会・脅威）

本問は、情報通信技術の進展および
その普及と事業のライフサイクルと
の関係に関して、フォーム印刷参入
以降のＡ社のフォーム印刷事業の業
績推移を分析し、それらの関連性に
対する理解を問うものである。

第３問との関連づけ
第２問（配点１５点）
→「主要顧客依存型の事業体制」のデメリット３つ
図に示すように、Ａ社は、多くの中小企業と
→第１問：統制不可能要因
同様に、売上の多くを一部の主要顧客に依存す
→第２問：統制可能要因、自助努力により解決可能
る傾向がある。こうした事業構造のデメリット
下請け分業構造の特徴（白書）
を３点、それぞれ３０字以内で述べよ。
切り口（外部・関係性・内部）
→外部：売上依存からくるリスク
→関係性：過度のコスト要求
→内部：新規開拓ができない組織体制

本問は、Ａ社の業績不振の原因の一
つが一部の主要顧客に依存している
ことを前提にして、Ａ社のような特
定顧客依存型事業が、どのような問
題を生じさせているかについて、そ
の理解を問うものである。

第３問（配点２０点）
近年のＡ社の業績不振の要因として、第１問
で検討されたような情報技術の進展という技術
的要因、あるいは、第２問で検討されたような
主要顧客依存の事業体制を指摘することができ
る。これらの要因以外に、Ａ社の業績不振を加
速化していると思われるＡ社の組織的要因を、
１００字以内で具体的に述べよ。

第１問、第２問との関連づけ
組織戦略は全体戦略に従う：第５問との一貫性を意識
→「市場に対する働きかけである全体戦略やマーケティング
戦略を実現するための組織戦略（構造と文化）が構築されてい
ない」という思考プロセスを持つ
組織戦略：組織構造面、組織文化面
→組織構造：メリットとデメリットからアプローチ
メリット：マーケティング戦略を実現する。
デメリット：課題として掲げ改善する。
→組織文化：バーナードの組織の存続条件
目的の共有化
貢献意欲
コミュニケーション
結論：Ａ社の組織の硬直化
→第２問との関連：保守的な組織体質
→第５問との関連：企業家精神の欠如

人事戦略：短期的な視点や具体策が必要となる。
第４問（配点２０点）
業績不振が続く中で、コストに占める人件費
→モラールの向上
従業員：モチベーション理論を活用
の割合が大きくなっている。Ａ社社長に、高人
件費の早急な解決策を相談された場合、中小企
経営者、管理者：リーダーシップ理論を活用
業診断士として、どのようなアドバイスをする
→能力の向上
教育訓練や能力開発の体系を活用
か。１００字以内で具体的に述べよ。
切り口（ハード・ソフト）
→ハード：衛生要因、人件費の変動費化
→ソフト：動機付け要因、評価基準の明確化
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本問は、Ａ社の業績不振を加速化し
ている原因の一つが、Ａ社の組織文
化、組織風土、組織構造などの組織
的要因にあることを前提に、企業の
組織的要因が業績に対して、どうい
った影響を及ぼすかについて、その
理解を問うものである。

本問では、業績不振が続く中で人件
費の割合が大きくなっているＡ社が、
短期的に人件費削減を実施するため
の具体策を、Ａ社の人事構成などを
的確に把握・分析し、論述すること
が要求される。
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第５問（配点３５点）
業績不振を解消しＡ社の存続を確保するため
に、人件費を含めた大幅なコスト削減を進める
一方で、Ａ社社長は、同社の事業構造を変革す
ることを決心した。中小企業診断士としてアド
バイスを求められたとき、どのようなアドバイ
スをするか。以下の設問に答えよ。
（設問１）
既存のフォーム印刷事業を、どのように変革
していくべきかについて、その理由や根拠を明
らかにして、１００字以内で述べよ。

全体戦略に関する設問：外部環境と内部環境
①Ａ社の存続を確保する：廃業の選択肢はない。
②大幅なコスト削減を進めている：第４問を踏まえる
③事業構造の変革の決心：第２問のデメリット克服、
第３問の組織的要因改善
切り口（外部・内部）
→外部的な要因：ライバルとの差別化
→内部的な要因：強みの活用

（設問２）
留意点の切り口
Ａ社が新規事業開拓を進めていく場合、どの
→目的の明確化＋計画・実行・統制（評価）
ような点に留意するべきかについて、１００字
→計画面：設備投資の経済性
以内で具体的に述べよ。
→実行面：組織の構築
→評価面：振り返り
別解
留意点として、マーケティング戦略を実現するための最適な組
織体制を構築し、新たな事業に対応できる能力開発やモラール
を向上させるような戦略的な人事制度の構築が必要となる。

平成１５年

解答の考え方

第１問（配点２０点）
多角化戦略
規模や業種にかかわらず、本業以外の事業に
→内部的な誘引、外部的な誘引
進出し、多角化を行っている企業の数は少なく
→非関連多角化、関連多角化
ない。事業多角化に関連して、以下の問に答えよ。 →水平型、垂直型、集中型、集成型
（設問１）
切り口（外部・内部）（シナジーとリスク）
企業が多角化を進めるのは、なぜか。その理
→外部：リスクの分散
由を、それぞれ２０字以内で２つ述べよ。
→内部：成長の機会
→シナジー：シナジー効果
→リスク：リスクの分散

本問は、Ａ社の既存事業の成熟化・
成長の限界の諸問題を、どのように
解決していくかを問うものである。
解答にあたっては、変革のための施
策とその理由あるいは根拠について、
整合的に論述することが求められる。

本問は、業績不振に陥っているＡ社
が新規事業開拓を進めていく上で留
意すべき点について問うものである。
解答に当たっては、論理的に首尾一
貫した具体的な論述を行うことが要
求される。

出題の趣旨

（設問２）
ＦＣのメリット
新規事業として焼肉店事業を選択したＡ社の
→標準化されたノウハウを獲得することができるため、スピ
ケースにおける、ＦＣ展開のメリットを５０字 ーディに事業を立ち上げることが可能となる。
以内で述べよ。
ＦＣのデメリット
→本部から調達先や運営方式などの制約が多く、経営の独自
の工夫による経営改善ができにくい。
高コスト体質
第２問（配点１５点）
→売上の割には費用が高いこと
ａ店は、開店直後売り上げが好調だったにも
かかわらず、原価率、人件費などの点で高コス
→財務的には営業レバレッジが高いこと
ト体質であった。なぜ、店長は具体的な対策を 営業レバレッジ
→固定費が高く変動比率が高いため、売上の変動によって、
講じることができなかったのか。Ａ社の経営特
利益が大きく変化すること
性を踏まえて、１００字以内で述べよ。
切り口（外部・内部）
→外部的な要因：データ管理が本部任せ
→内部的な要因：リーダーシップ発揮できず
人事戦略に関する問題
第３問（配点２５点）
→能力の向上、モラールの向上
一般に飲食業は、アルバイト・パートへの依
存度が高いといわれている。アルバイト・パー 切り口（外部・内部）
→外部：顧客に対するデメリット
トの管理に関連して、以下の問に答えよ。
（設問１）
→内部：Ａ社に対するデメリット
アルバイト・パートの定着率が低下すること
によって生じるデメリットをそれぞれ２０字以
内で２つあげよ。
（設問２）
単純作業や手順の決まっている定型的作業な
どマニュアル教育が可能な仕事以外を、アルバ
イト・パートに教育することはかなり困難であ
る。中小企業診断士として助言を求められたと
き、どのようなアドバイスをするかを１００字
以内で述べよ。

人事戦略上の「モラール向上」を行うための助言
モラール向上：「動機付け衛生理論」を活用
→動機付け要因：仕事そのもの、責任、権限、達成、承認
→衛生要因：給与、対人関係、作業条件、監督方法、会社の
政策
※正社員登用制度の活用も可能
切り口（動機付け要因・衛生要因）

第４問（配点１５点）
結論：社長のリーダーシップ発揮
予想しなかったＢＳＥ問題が起こったことで、切り口（外部・内部）
ａ店の売上は急激に悪化していった。本部（フ
→外部：マーケティング（品揃えの見直し）
ランチャイザー）から決め手となる対策が示さ
→内部：組織体制（高コスト体質の改善）
れない中で、Ｘ社長は右往左往してしまうばか
りであった。
Ｘ社長から中小診断士として助言を求めら
れたとき、どのようなアドバイスを行うか。
１００字以内で述べよ。
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第５問（配点２５点）
組織体制として、店長不在のデメリットについて着眼
ＢＳＥ問題の影響が沈静化し業績回復の兆し
→組織構造面のデメリット：不測事態や緊急を要する要件に
がみえる中で、Ｘ社長は、ａ店の事業基盤を盤 対する対応力が高まらない。
石なものとするための方策について検討しなけ
→組織文化面のデメリット：スタッフとの十分でタイムリー
ればならないと考えていた。中小企業診断士と なコミュニケーションが図れないため、スタッフのサービスレ
して、Ｘ社長にどのようなアドバイスを行うか。ベルややる気が低下する。
以下の設問に答えよ。
（設問１）
他チェーンに比べて回復の遅い売上を上げ
るために、どのような対策を講じるべきか。
１００字以内で述べよ。
（設問２）
結論：マネジメント機能
Ａ社は本社として今後、どのような役割を果 切り口（外部・内部）
たしていくべきか。８０字以内で述べよ。
→外部組織の活用：ＦＣ本部との連携
→内部組織の活用：本社とのシナジー効果

平成１４年

第１問（配点１０点）
ソフトウェア、ハードウェアを問わず、情報
関連技術は長足な進歩を遂げてきた。９０年代
後半に始まったＩＴ革命は、産業社会に大きな
影響を与えている。近年の情報技術の変容が、
中小企業の経営にどういった影響を及ぼしてい
るか。１００字以内で論述せよ。

解答の考え方

主語・述語
→「近年の情報技術の変容は〜の影響を及ぼしている」
切り口（外部環境：機会・脅威）
外部環境の切り口
→需要（消費者）、競争、チャネル、マクロ
白書
第４問に橋渡しになる内容を書く。

出題の趣旨

第２問（配点４０点）
主語・述語
事例から類推される範囲で、Ａ社の人的資源
→「課題は〜である。対応策は〜である。」
管理上の課題をその対応策とともに２つあげ、
→因果関係「〜により〜する。」
それぞれ１５０字以内で論述せよ。
人事戦略
→モラール向上、能力開発
切り口（モラール向上：金銭的、非金銭的インセンティブ）
→金銭的インセンティブ：適正な評価基準による報酬
→非金銭的インセンティブ：職務充実、職務拡大
切り口（能力開発：OJT、OFF-JT、自己啓発）
→具体策：キャリアパス、WBT(WebBasedTraining)
第３問（配点２５点）
主語・述語
中小企業診断士として、Ａ社の社長に組織改
→「問題点は〜である。改善策は〜である。」
革に関する相談を受けた。Ａ社の組織構造と事 制約条件：組織図を読み込んで
→組織図に何か問題がある。
業構造の問題点は、どういった点にあると考え
られるか。組織図を読み込んで、その問題点と 事業部制組織の編成基準
→①地域別、②顧客別、③製品別など
改善策を２００字以内で論述せよ。
→編成基準が混在しており、組織非効率が発生が発生してい
る。
→製品別（事業別）に再編成
第４問（配点２５点）
ドメインの３要素
→①誰に、②何を、③どのように
Ａ社は、情報処理サービス産業の中でも、１
人当たり売上高、営業利益率が低い事業構造と ＳＷＯＴ分析を踏まえる。
なっている。そうした同社の収益構造を改善
→強みを生かし、機会を捉え、弱みを改善、脅威を回避
述語（１人当たりの売上高を改善する、営業利益率を改善する）
するために、今後、どのような戦略的事業展
開を考えていくべきか。その可能性について、
２００字以内で論述せよ。

平成１３年

解答の考え方

第１問（配点１０点）
ＳＷＯＴ分析
業績改善を急務とするＡ社は、厳しい現状を
→内部環境（強み・弱み）
打破するために中小企業診断士にアドバイスを
→外部環境（機会・脅威）
求めることにした。中小企業診断士は、Ａ社の Ａ社の戦略策定の目的
戦略策定に当たって、まずどのような分析を行
→競争優位性を確立する（第２問より）
うべきか。６０字以内で述べよ。
→業績改善を図る（設問文より）

出題の趣旨

第２問（配点１５点）
主語・述語：Ａ社の内部環境分析における強みとその強化策
Ａ社の競争優位性を確立する上で、着目すべ
→「Ａ社の強みは〜である。その強化策は〜である。」
き強みは、どのような点にあり、それは、どの 制約条件：Ａ社の競争優位性を確立する上での強み
ような対策によって強化することができるか。
→顧客に評価されて他社と差別化が図れる「強み」
６０字以内で述べよ。
→「老舗」、「地域一番店」、「直営店」
ポーターの競争戦略
①コスト・リーダーシップ戦略
②差別化戦略
③集中戦略：コスト集中戦略、差別化集中戦略
ブランドの基本戦略
①ブランド強化
②ブランド変更
③ブランド・リポジショニング ④ブランド開発
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第３問（配点２０点）
主語・述語
文中にあるように、Ａ社のコスト構造に大き
→「中・長期的課題は〜である。」
な変化はみられないが、臨時社員の割合が５５
→「具体的には①モラールの向上、②能力の向上である。」
％にまで増えていることが指摘されている。こ 人事戦略
の点から類推される、Ａ社の中期・長期課題に
→モラールの向上、能力の開発
ついて、１００字以内で述べよ。
人事ＳＷＯＴ分析
→外部環境：雇用情勢や労働環境の変化
→内部環境：従業員の構成や能力、モラールに関すること
非正規社員の戦略的活用
→①正社員への登用制度
→②教育訓練・能力開発の充実
→③職務充実・職務拡大・中枢的業務への起用
第４問（配点１５点）
主語・述語
文中にあるように、Ａ社では、機能別組織を
→１５字以内のため主語は省略
採用している。この組織構造の利点を３点、そ
→文末表現「〜する点。」で統一
れぞれ１５字以内で述べよ。
切り口（従業員・組織・企業）
組織の４つの管理原則
①専門化の原則
②命令一元化の原則
③統制範囲の原則
④権限責任一致の原則
機能別組織のメリット
①トップの意思を全体に徹底しやすい
②専門化による分業の利益を得る
③管理技術の共通適用が可能である
主語・述語
第５問（配点１０点）
現状のＡ社の組織構造には、どういった問題
→「問題点は〜ことが考えられる。」
→「具体的には、①〜、②〜と考えられる。」
点があると考えられるか。１００字以内で述べ
Ａ社の策定すべき戦略の方向性を踏まえた上で、Ａ社が抱える
よ。
問題点を与件から読み取って考える必要がある。
→業績悪化を組織構造の問題点から考える。
機能別組織のデメリット
①全社的な視野に立った戦略的発想が欠如する
②利益責任が不明確になる
③部門間の連携が不足する
④トップに権限が集中する
⑤後継者の育成が困難である
⑥従業員の経営への参加意識が希薄化する
⑦部門ごとの業績評価が難しい
第６問（配点３０点）
主語・述語
Ａ社のような事業特性を持つ中小企業の管理
→「理由は〜と考えられる。」
職社員のモラール低下には、業績低迷といった
→「具体的には、①〜、②〜ためである。」
経済要因以外に、どのような理由が考えられる 制約条件
か、１００字以内で（ａ）欄に述べよ。また、
→Ａ社の事業特性
それを改善するためには、どのような対策をと
→業績低迷といった経済的要因以外
ることが望ましいか、１００字以内で（ｂ）欄 組織戦略
に述べよ。
→組織構造：経営資源の効果的な配分を図るための部門化、
階層化、権限委譲
→組織文化：価値観、パラダイム、行動規範
※パラダイム：ものの見方・考え方
切り口（硬直的な組織構造、保守的な組織体質）
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マーケ・流通
平成１８年度

第１問（配点２０点）
Ｂ社が現在行っているマーケティング戦略に
ついて、大手テニススクールに対する差別化の
ポイントは何か。３０字以内で４つあげよ。

解答の考え方

比較軸
立地
コート
価格
人数

大手ﾃﾆｽｽｸｰﾙ
Ｂ社
差別化
近隣に開設
鉄道の最寄駅より徒歩５分圏内 ×
全天候型・屋外 屋内（インドア）
◎
Ｂ社より低め
大手より高め
○
２０名超
１２名（８名以上は補助あり） ◎

出題の趣旨

Ｂ社のような規模のテニススクール
が大手テニススクールに対して競争
を挑んでいく上で、Ｂ社が採用すべ
き差別化戦略がどうあるべきかを分
析する問題である。

差別化のポイント：マーケティングミックスの４Ｐ
→設備：場所 インドアコート
→価格と品質：価値 レッスン人数
→人：商品 レベルの高い社員
→プロモーション 会員制のブログ
第２問（配点１５点）
サービスマーケティング：サービストライアングル
→①エクスターナル・マーケティング
サービスの生産と消費は、基本的に同時に行
商品戦略、サービス戦略、需要調整戦略
われるので在庫ができず、そのままでは需要の
変動を吸収するのは難しいとされている。ただ
→②インターナル・マーケティング
し、これを解決する方法もある。Ｂ社はどのよ
サービスの生産性（品質管理）、従業員のインセンティ
うな方法を採用しているのか。６０字以内で説 ブ、従業員の能力開発
→③インタラクティブ・マーケティング
明せよ。
サービスエンカウンター
サービスの特性
→無形性、品質の変動性、不可分性、消滅性、需要の変動性
需要変動を吸収する方法：次の２つで「空き」を解決
→①スクールの空き時間
空き時間のレンタルコートの提供
→②クラスの空き時間
別の事業所でも空きがある限りレッスンが受講できる
第３問（配点３０点）
Ｂ社の経営者が新規事業として学習塾を考え
るに当たって、自社の経営資源を分析した。経
営資源には、有形資源と無形資源とがあるが、
Ｂ社の各々の経営資源について学習塾の経営に
生かせるものは何か。有形資源を（ａ）欄に、
無形資源を（ｂ）欄に、それぞれ３０字以内で
３つずつあげよ。

サービスが持つ無形性、生産と消費
の同時性などの特有の性質を理解し
た上で、Ｂ社が需要の変動に対して、
提供しているサービスをサービスの
流通という側面において、どのよう
に対応しているのかを分析する問題
である。

Ｂ社が新規事業として学習塾を始め
成長戦略
→①成長ベクトル、②経営資源の再分配、③シナジー効果か るに当たって、Ｂ社が持っている経
営資源を有形資源と無形資源に分類・
リスク分散、④競争優位性の発揮
整理し、その中で学習塾の経営に生
かせるものを分析する能力と新規事
成長ベクトル
業への応用力を問う問題である。
既存商品サービス
新規商品サービス
既存市場
①市場浸透戦略
③新商品開発戦略
新規市場
②新市場開拓戦略
④多角化戦略
標的市場（標的顧客）
→学習塾とＢ社スクールの両方に通っている生徒
→子供の進学問題を抱えている受講生の親
＜有形資源＞
①人の経営資源、②自習室の設備面、③Ｂ社の特徴的なこと
＜無形資源＞
①ノウハウ面、②イベント企画力、③顧客からの信用

第４問（配点１５点）
差別化戦略：ポーターの競争戦略
Ｂ社が新規事業として学習塾を行う場合、ど
→①コストリーダーシップ戦略、②差別化戦略、③集中戦略
のような差別化戦略が考えられるか。そのポイ
→特化した市場に対して、コスト以外で差別化を図る。
ントを３０字以内で３つあげよ。
→有形資源ではなく無形資源で差別化を行う。
切り口（無形資源：①ノウハウ、②関係性、③信用）
→①ノウハウ：技量やニーズに合わせたきめ細かなクラス編
成
→②関係性：イベントなどによる受講生との絆
→③信用：スクールの実績→テニスとのワンストップ提供

Ｂ社が新規事業として学習塾を始め
るに当たって、競合他社に対し新規
参入業者として、Ｂ社の持つ経営資
源をどのように生かした差別化戦略
で挑むべきかを分析する能力と問題
解決能力を問う問題である。

第５問（配点２０点）
Ｂ社の全体戦略の方向性
Ｂ社の経営資源を生かした新規事業として、
→新規事業：Ｂ社が有する経営資源とのシナジー効果を発揮
学習塾の他にどのようなものが考えられるか。
→既存顧客との関係性を高めるための「新商品・ｻｰﾋﾞｽ戦略」
具体的に１つあげて１００字以内で説明せよ。 既存顧客
→小中学生
→安心してレッスンに集中したいテニスをする母親：託児所
切り口（有形資源・無形資源）
託児所
→①有形資源：託児ルーム
→②無形資源：預かりノウハウ

学習塾以外に実現可能なものとして
想定されるＢ社の新規事業について、
そのドメインを導き出すために、市
場ニーズ、顧客層に対して、独自能
力をどのように統合していくかとい
う、分析力と創造力を問う問題であ
る。
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平成１７年度

解答の考え方

出題の趣旨

第１問（配点３０点）
競合環境無し→成長戦略を解答する。
Ｂ社は地域の人口動態の変化とともに新しい 成長ベクトル
戦略を展開してきている（あるいは展開しよう
→市場浸透、新市場開拓、新製品開発、多角化
としている）が、それはどのような戦略なのか。地域の人口動態の変化に合わせた戦略
それらを三段階に分けて（ａ）欄に具体的に示し、 →人口動態の変化が切り口となる。
また、
それぞれの戦略の意義を６０字以内で（ｂ） →創業〜 15 年目：人口の変化なし、市場浸透戦略
欄に述べよ。
→ 15 年目〜現在：近隣居住者の増加、市場拡大戦略
→現在〜：人口の伸び停止、新製品開発戦略

本問は、問題文の情報から、Ｂ社
が立地する地域の人口動態の変化に
応じて、Ｂ社の経営者が展開してき
た戦略、あるいはこれから展開しよ
うとしている戦略の種類を三段階に
分けて明示し、またそれぞれの意義
について分析するものである。

第２問（配点２０点）
サービストライアングル、一貫性を考える。
→①は第４問インターナル・マーケティングへ
Ｂ社の本店と支店では美容院として業態が異
→②は第５問インタラクティブ・マーケティングへ
なっている。この異なる２つの業態を首尾よく
展開し、相乗効果を発揮させるためにはどのよ シナジーの４類型
うにしていくべきか、１００字以内で具体的に
→生産（技術）シナジー
述べよ。
→販売シナジー
→管理シナジー
→投資シナジー
切り口（内部・外部）
→販売シナジー：顧客に対するもの（外部）
→管理シナジー：自社に対するもの（内部）

本問は、Ｂ社が業態の異なる本店
と支店を首尾よく展開していく上で、
本店と支店の相乗効果をよりよく発
揮させていくために、問題文の情報
から的確な手法を考え出す分析能力
と問題解決能力を問うものである。

第３問（配点１０点）
エクスターナル・マーケティングの３つの視点
→商品、サービス、需要調整
Ｂ社は顧客との関係性強化を目指して、顧客
生涯価値（Customerlifetimevalue）を高める
ための方策を採用している。美容院として顧客
との関係性を強化するために採用した方策につ
いて３つ挙げ、それぞれ２０字以内で述べよ。
第４問（配点２０点）
美容サービスの経営で顧客満足を実現する
ためには、特に従業員満足が必要と考えら
れている（インターナル・マーケティング：
Internalmarketing による考え方）。それはなぜ
か。１００字以内で説明せよ。

本音は、美容サービスの経営で顧
インターナル・マーケティングの３つ視点
→インセンティブ、能力開発（教育訓練）、標準化（マニュアル）客満足を実現するためには、インタ
ーナル・マーケティングでは特に従
第２問との一貫性を考える。
→従業員の美容サービス技術（美容技術・接客技術）の能力 業員満足が必要と考えられているこ
とに対して、顧客満足が従業員満足
を向上させる方向性
となぜ結びつくのか、的確な指摘が
切り口
できるかということを問うものであ
→従業員の動機づけ：能力開発、モラール向上
る。

インタラクティブ・マーケティングの視点
第５問（配点２０点）
→接客要員ＣＰと顧客との円滑な関係性構築を通して顧客満
Ｂ社にとって、インターネットを活用し、顧
客との関係を強化するための有効な方策はどの 足を達成する。
→サービスエンカウンター
ようなものか。具体的に２つ挙げ、それぞれ
切り口（Ｂ社→顧客、顧客→Ｂ社）
６０字以内で述べよ。

平成１６年度

本問は、Ｂ社が美容院として、顧
客との関係性をより一層深めようと
して採用してきた、顧客生涯価値
（Customerlifetimevalue）を高める
ための様々な方策を、問題文の情報
から読み取り、分析するものである。

解答の考え方

本問は、Ｂ社の経営者が自社の経
営にインターネットを活用した場合、
特に顧客との関係性強化のためには、
どのような有効な方策が具体的に考
えられるのか、分析能力と創造力を
問う問題である。

出題の趣旨

第１問（配点２０点）
品揃え戦略は２つの側面から思考することができる。
Ｂ社は近年の収益悪化に対処するために、ど
→市場戦略：ライン、アイテム
のような品揃え戦略を採用すべきか。１００字
→財務戦略：在庫の適正化、高付加価値化
以内で述べよ。
この事例の核となるブランド戦略のキーワード
→オリジナル商品
ターゲットのニーズを絞り込むための根拠
→在庫の動きに変化がない
→高付加価値
→売上が伸びている
制約条件「収益の悪化に対処するため・・・」より
→述語「収益の改善を図る。」を採用

本問は、問題文の情報から、Ｂ社の
近年の収益性の悪化の原因と考えら
れる現在の品揃え戦略について、そ
の問題点を適切に分析し、今後の品
揃え戦略についてどうアドバイスす
るか、分析能力と問題解決能力を問
うものである。

第２問（配点３０点）
ブランド戦略
Ｂ社の自社ブランド商品開発について、以下
→マーケティングミックス戦略上の商品戦略の１つ
の設問に答えよ。
→本事例では全体戦略レベルで思考することが妥当
（設問１）
→強みの仕入力に自社ブランド開発力を強化する。
Ｂ社が自社ブランド商品の充実を図ろうとす
るとき、どのような問題が生じるか。５０字以
内で述べよ。

本問は、Ｂ社の経営者の奥さんの手
作りで始まり、人気が出始めた手作
りの自社ブランド商品を開発、育成
していく上で、問題文の情報からそ
の問題点を的確にとらえ、指摘でき
るかを問うものである。

（設問２）
標的市場との整合性
Ｂ社は、飼い主（オーナー）用のウェアの開
→メリット：顧客ニーズへの対応から顧客ロイヤルティが高
発も検討しているが、その導入の場合の（ａ） まる。
メリットと（ｂ）デメリットを２つずつあげ、
→デメリット：愛犬専用のブランドイメージが低下する。
それぞれ２０字以内で答えよ。
マーケティング・ミックス戦略との整合性
→メリット：品揃え充実による関連購買が増加する。
→デメリット：商品を製作するノウハウがない。

本問は、Ｂ社が愛犬用のウェアだけ
ではなく飼い主用のウェアも導入し、
自社ブランドのブランド拡張を図ろ
うとする場合に想定される問題を、
問題文の情報から、メリット、デメ
リット両面について分析するもので
ある。
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第３問（配点１５点）
標的市場の設定：Ｓ→Ｔ→Ｐ
ホームセンター、ディスカウントストア、大 品揃え戦略
手ペットショップ専門店に対するＢ社の競争優
→競合社：低価格、ペット用品全般
位はどこにあると思われるか。８０字以内で述
→Ｂ社：高付加価値、愛犬専用、オリジナル商品、鑑識眼に
べよ。
よるこだわりの仕入力
プロモーション戦略
→競合社：マス媒体
→Ｂ社：口コミ
切り口
→品揃えによる差別化、プロモーションによる差別化

本問は、問題文から、Ｂ社を取り巻
く環境競争の変化の中で、近隣に相
次いで開店した低価格訴求を基調と
するホームセンターやディスカウン
トストアなどに対して、Ｂ社の競争
優位がどこにあるかを問うものであ
る。

ＩＴに関する設問
第４問（配点１５点）
Ｂ社の経営者は会員カードを発行するかどう
→「目的の明確化」＋「効果と効率」の視点
か迷っている。これについて、どのように助言 切り口（効果・効率）
すべきか。８０字以内で述べよ。
→効率：メモ書きの顧客情報をデータベース化
→効果：ＰＯＳを活用し顧客別の販売促進

本問は、Ｂ社のコアとなる顧客が確
保されて見えている状況の中で、手
作りの顧客名簿が持つ意味を考慮し
ながら、会員カード発行にともなう
顧客管理の必要性をどのようにとら
えるかを問うものである。

第５問（配点２０点）
Ｂ社のインターネットの利用に対して、以下
の設問に答えよ。
（設問１）
Ｂ社の現在の販売手法に、インターネットを
積極的に取り入れることにより、期待される効
果は何か。１００字以内で述べよ。

本問は、Ｂ社の販売戦略にインター
インターネット活用における経営革新の方向性
→ハード面（立地や店舗施設）での限界をソフト面（販売方法・ネットを取り入れた場合、どのよう
サービス方法の見直し）に求めること
な効果が期待できるのか、問題文の
情報から的確な分析ができるかどう
題意
かを問うものである。
→期待される効果：顧客の利便性向上
制約条件
→現在の販売方法：①店舗での店頭販売、②郵便、ＦＡＸに
よる注文受付と地方発送
→インターネット：①メール等各種ツールが利用可能、②商圏、
店舗面積に制約がない、②顧客との双方向性、③２４時間利用
可能

事例のテーマ：「ブランド開発」
（設問２）
→自社ブランド商品の充実
Ｂ社は、ホームページを作成し、掲示板を設
→顧客ロイヤルティの確保
けようとしている。この掲示板の利用方法とし
て考えられることは何か。１００字以内で述べ
よ。

平成１５年

解答の考え方

第１問（配点１０点）
マーケティング戦略：計画→実行→評価のサイクル
Ｔコンビニと取引を開始してから約１年後に 切り口（内部・外部）
大手Ｘ社、準大手Ｙ社が同様の商品に参入し、
→内部面：欠品が出ない生産体制
Ｂ社の商品と競合することになった。それにも
→外部面：売上数量の拡大
かかわらず、Ｂ社は棚を維持することができた。
これはＴコンビニ本部の判断によるものであ
るが、なぜそのような判断をしたのか。１００
字以内で述べよ。

本問は、Ｂ社がホームページを作成
し、その中に掲示板を設置した場合、
Ｂ社の経営戦略上、どのような活用
方法が考えられるかを問うものであ
る。

出題の趣旨

第４問：「Ｂ社の今後の戦略」との一貫性を考える
第２問（配点４０点）
→自社ブランドの構築・育成
Ｂ社が採用してきた戦略について、次の設問
に答えよ。
→デメリットで自社ブランド力の低下を指摘する
（設問１）
ＯＥＭのメリット
Ｂ社はＯＥＭ供給を現在も続けている。その
①チャネル：全国のＯＥＭ先との提携により、全国への販売
メリットとデメリットを１２０字以内で説明せ チャネル構築が容易にできる。
②コスト：ＯＥＭ先が販売を行うため、販売コスト、プロモ
よ。
ーション費用等のコストが低減できる。
③製品：販売活動をしなくてよい分、営業要員が少なくてすみ、
製品開発に集中できる。
ＯＥＭのデメリット
①価格：直販より販売価格が安くなる。
②ブランド：相手先ブランドによる販売のため自社ブランド
での販売ができない。
③情報：生きた顧客情報がつかめない。
④販売：ＯＥＭ先の業績に左右される。
⑤製造ノウハウがＯＥＭ先に盗まれる危険性がある。
自社ブランドの確立によるメリット：競争力の強化
①価格競争の回避
②ブランドロイヤルティによる顧客の囲い込み
（設問２）
第４問：「Ｂ社の今後の戦略」との一貫性を考える
Ｂ社にとって法人顧客の贈答用の商品は、利
→自社ブランドの構築・育成
→通信販売事業の強化と顧客データの存在
幅は薄いが欠かすことのできないものである。
その理由を１００字以内で述べよ。
顧客の生涯価値向上、顧客との関係性強化
→顧客データベースとＩＴ活用が前提条件
切り口（新規・既存）
→新規顧客の開拓：プロモーション活動の役割
→既存顧客の維持：顧客データベースの構築
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（設問３）
第４問：「Ｂ社の今後の戦略」との一貫性を考える
Ｂ社では工場の受付において久助（製造過程
→自社ブランドの構築・育成
で割れてしまって、通常価格では売ることので
→消費者行動「消費の多様性や個性化」を考慮
きない煎餅）を近隣の住民を対象に販売してい
→高級志向だけでなく、低価格志向も取り込む
た。これについてどう判断するか。６０字以内
→「久助ブランド」を構築
で述べよ。
第３問（配点１０点）
ポーターの競争戦略
中小企業診断士のメモ書きの４番目の見出し
①コスト・リーダーシップ戦略
に、潜在的参入者とあるが、Ｂ社にとっての潜
②差別化戦略
在的参入者の具体例を２つあげよ。
③集中戦略：コスト集中戦略、差別化集中戦略
ポーターの５つの競争要因
①買い手の交渉力
②売り手の交渉力
③代替品の脅威：煎餅に取って代わる洋菓子など
④新規参入の脅威：煎餅を販売する煎餅屋以外の業者
⑤企業間競争：煎餅屋との競争
Ｂ社の今後の戦略：自社ブランドの構築・育成
第４問（配点４０点）
→第１問〜第３問との整合性や一貫性を考える
Ｂ社の今後の戦略について、次の設問に答え
よ。
→商品開発体制の強化、販売方法の見直し
（設問１）
切り口（外部・内部）
Ｂ社が自社ブランドを構築・育成するにあた
→外部面：販売方法の見直し
→内部面：商品開発体制の強化
って、重要と思われることを２点あげ、それぞ
れ５０字以内で述べよ。
ＩＴに関する設問
（設問２）
Ｂ社はインターネットを利用した顧客の会員
→「目的の明確化」＋「効果と効率」の視点
組織の構築を計画している。Ｂ社はこのような 顧客との関係性を高めて顧客の生涯価値を重視する方向性
会員組織をどのように活用すべきか。また、そ 切り口（効果・効率）
→効率面（内部面）：会員組織の活用法
こにはどのような効果が期待できるか。１００
→効果面（外部面）：期待できる効果
字以内で述べよ。

平成１４年

解答の考え方

第１問（配点１０点）
主語・述語
Ｂ社が１９８０年に開業した小売店を２年間
→「最も重要な理由は〜ためである。」
で撤退しなくてはならなかったのはどのような ＳＷＯＴ分析
理由によるであろうか。あなたが最も重要と思
→外部環境（市場、顧客、競合）
う理由一つを５０字以内で述べよ。
→内部分析（ヒト・モノ・カネ・情報・ノウハウ）
３Ｃ分析
→市場環境、競合環境、自社環境
自社環境における経営資源の弱みをあげる。

出題の趣旨

第２問（配点１５点）
主語・述語
Ｂ社は今回の新規事業開発に際して、レスト
→「最も重要な理由は〜ためである。」
ラン事業への進出も検討したが、それを断念す 切り口（新規事業・既存事業）
ることとなった。あなたが最も重要と思うその
→新規事業：Ｍシェフと競合し、ブランド活用不可
理由一つを８０字以内で述べよ。
→既存事業：Ｍシェフとの関係悪化の可能性
第３問（配点４０点）
Ｂ社が新規に開業する小売店の基本戦略につ
いて、以下の設問に答えよ。
（設問１）
Ｂ社の新しい小売店がターゲットとする顧客
層に適した品揃え戦略について１００字以内で
述べよ。

主語・述語
→「品揃え戦略は〜商品を取り揃える。」
切り口（パーティ用・簡便化用）
小売業の戦略ドメイン
→①誰に（ターゲット）、②何を（ニーズ）、
③どのように（独自能力）
品揃え戦略
→「何を」に関連が強い。
→弱みを改善し、ニーズに対応することが必要。

（設問２）
Ｂ社の新しい小売店がターゲットとする顧
客層に向けて必要とされるサービスについて
１００字以内で述べよ。

主語・述語
→「必要とされるサービスは〜である。」
切り口（失敗教訓①・失敗教訓②）
サービス戦略
→「どのように」に関連が強い。
→弱みを改善し、弱みを改善し強みを生かすことが必要

（設問３）
主語・述語
→「Ｂ社はＭシェフを〜に活用することが可能である。」
有名になったＭシェフをＢ社の有効な経営資
源の一つと考えたときに、どのように活用する 切り口（品揃え戦略・プロモーション戦略・顧客関係性強化）
ことが可能であるかについて１００字以内で述
べよ。
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第４問（配点３５点）
主語・述語
Ｂ社が新規に開業する小売店のその他の重要
→「〜の情報を収集する。」
な戦略について、以下の設問に答えよ。
→「これらの情報を〜に活用していくべきである。」
（設問１）
切り口（ＲＦＭ分析：顧客情報・購買履歴情報）
Ｂ社の新しい小売店における顧客管理のため
→顧客情報：顧客カード
に、日常業務の中でどのような情報をどのよう
→購買履歴情報：ＰＯＳ情報、伝票
に収集し、その情報をどのように活かせばよい
かについて１００字以内で述べよ。
（設問２）
プロモーションミックス
Ｂ社の新しい小売店がターゲットとする顧客
→広告、パブリシティ、人的販売、販売促進
層へのプロモーション戦略について１００字以 切り口（新規客の獲得・固定客化）
内で述べよ。
→新規客獲得：Ｍシェフの知名度を利用したパブリシティ広
告
→固定客化：ＤＭや電話を利用した来店頻度のアップ
第４問の顧客関係性強化戦略の具体策
（設問３）
一般的な購買金額に応じたポイント制度では、切り口（パーティー志向・簡便志向）
→パーティー志向：本格派パーティーへの招待
規定のポイントに達すると、値引きやプレゼン
トなどの特典が提供される。Ｂ社の新しい小売
→簡便志向：簡便料理試食会への招待
店がターゲットとする顧客層に向けてポイント
制度を採用する場合、どのようなプレゼント特
典（ただし、物品のプレゼントは除く）が望ま
しいか。それぞれ１５字以内で二つあげよ。

平成１３年

解答の考え方

第１問（配点３０点）
主語・述語
Ｂ社の企業特性について次の設問に答えよ。
→「SPA とｱﾊﾟﾚﾙ小売業やｱﾊﾟﾚﾙ製造業との違いは〜である。」
（設問１）
切り口（マーチャンダイジング戦略：市場戦略・財務戦略）
Ｂ社のような衣料品調達方法をとっている小
→市場戦略：機会損失の発生防止
売業態を、ＳＰＡ（specialitystoreretailerofpri →財務戦略：過剰在庫の発生防止
vatelabelapparel）と呼んでいるが、このＳＰＡ →低価格で商品を顧客に提供することが実現できる。
は他のアパレル小売業やアパレル製造業とどの
ように違うのか、その違いを１５０字以内で簡
潔に述べよ。

出題の趣旨

（設問２）
主語・述語
ＳＰＡが効果的かつ効率的に機能する情報シ
→「〜することを特に重視すべきである。」
ステムの設計にあたって、特に重視すべきこと 切り口（効果面・効率面）
は何か、１５０字以内で簡潔に述べよ。
→効果面：品揃えの充実
→効率面：在庫の圧縮
市場細分化変数
第２問（配点１０点）
デモグラフィック変数
Ｂ社の市場細分化（marketsegmentation）
→年齢、性別、学歴、所得、ライフステージなど
について次の設問に答えよ。
サイコグラフィック変数
（設問１）
→ライフスタイル、生活価値観、製品関与、態度、
（ａ）既存ブランド「enigme」と（ｂ）新規
ブランド・ロイヤルティなど
ブランド「petiteenigme」において、Ｂ社が重
要視した市場細分化変数（市場細分化の基準） ブランドが持つ機能
は何か。
→①顧客に対して品質への安心感を与える「保証機能」
→②顧客が他社商品との違いを認識できる「識別機能」
（設問２）
市場細分化変数が異なるため、ターゲットが重複している。
Ｂ社が用いた市場細分化戦略にはどのような
→カニバリゼーション（共食い）の発生
問題があるのか、簡潔に述べよ。
第３問（配点３０点）
主語・述語
→「理由は〜ためである。」
Ｂ社のブランド戦略について、次の設問に答
えよ（ブランド名を書くときにはカタカナの表 理由が問われている。
→判断基準は与件文にある。
記でも可）
。
→「顧客のブランドに対する信頼に支えられて〜収益を確保」
（設問１）
Ｂ社の新社長は、なぜ「enigme」というブラ →「〜親子２世代の顧客を獲得できるかもしれない」
ンドネームにこだわり、「petiteenigme」とい ブランドの基本戦略
う新規ブランドネームを採用したのか。その理
①ブランド強化
②ブランド変更
③ブランド・リポジショニング ④ブランド開発
由を簡潔に述べよ。
主語・述語
（設問２）
既存ブランド「enigme」の売上減少は、新規 →「理由は〜ためである。」
ブランド「petiteenigme」の登場とともに起き 切り口（内部・外部）
ている。どのような理由が考えられるであろう
→内部要因：新規ブランドへの移行
→外部要因：他ブランドへの移行
か。２つあげよ。
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第４問（配点３０点）
戦略ポイント
Ｂ社のこれからの戦略について、次の設問に
→「ブランドの棲み分け」と「ブランド力の回復」
答えよ（ブランド名を書くときにはカタカナの 「エニグム」ドメイン（①誰に、②何を、③どのように）
表記でも可）
。
→①誰に：高級志向の顧客に
（設問１）
→②何を：品質、落ち着き、気品のある商品を
既存ブランド「enigme」の売上回復のために →③どのように：オーダーメード販売により提供する。
は、Ｂ社の新しいマーケティング戦略としてど
のようなものが考えられるか、１５０字以内で
具体的に述べよ。
主語・述語
（設問２）
→「理由は〜ためである。」
近年、多くの製品がインターネットを利用し
て販売されているが、インターネット販売に向 「プチ・エニグム」ドメイン（①誰に、②何を、③どのように）
く製品と向かない製品がある。Ｂ社は、新規ブ
→①誰に：２０代の働く女性に
ランド「petiteenigme」について、インター
→②何を：低価格、ファッション性、カジュアルな商品を
→③どのように：自主コーディネートにより提供する。
ネットを利用した販売で成功する可能性が高い
と考えている。その理由を２つあげ、それぞれ
３０字以内で簡潔に述べよ。
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生産・技術
平成１８年度

解答の考え方

出題の趣旨

第１問（配点２０点）
主語・述語：因果関係、語尾
経営環境の変化が激しい中にあって、Ｃ社が
→「〜により〜であるため」
好業績を上げている理由を２つあげ、それぞれ 切り口（内部環境：生産面・外部環境：販売面）
について３０字以内で述べよ。
→生産面（内部）：全自動ライン、単一化加工
→販売面（外部）：取引先の幅を着実に広げる
題意：「好業績を上げている理由」
→「機会」か「強み」をあげる。
制約条件：「経営環境の変化が激しい中にあって」
→「機会」は解答に使えない。
→与件から「強み」を探す。
→「低コスト対応・短納期対応を特徴とした〜着実に発展」
→「得意先の幅を着実に広げてきている」

コストダウン要請の厳しい自動車業
界にあって、Ｃ社の経営がどこに好
業績を続けている理由があるかを読
み取ることができるかについての情
報把握能力と情報分析能力を問う問
題である。

第２問（配点２５点）
主語・述語
Ｃ社は、Ｙ社から生産拡大を強く要請されて
→「Ｃ社の今後の経営にとって〜影響を及ぼすことになる」
いる。こうした増産要請に応えることは、Ｃ社
→「理由は、①〜のため、②〜のため」
の今後の経営にとってどのような影響をおよぼ 切り口（生産性・収益性）
→生産性：稼働率の低下
すことになるかについて、１２０字以内で説明
せよ。
→収益性：利益率の低下
与件文：「Ｃ社にとってマイナスの影響を及ぼす」
→「Ｙ社１社に売上高の９割を依存していた」
→「得意先開拓に乗り出し」
→「Ｙ社に対する売上の割合を４割にとどめることに成功」
→「生産面（稼働率の向上）、収益面（利益率の向上）にも貢
献している」

得意先分散などの得意先構成と、具
体的な取引場面で起こりうる生産拡
大要請という問題をどのように関連
づけ解決できるかについての問題認
識能力と問題解決能力を問う問題で
ある。

Ｃ社の方向性
第３問（配点２５点）
海外生産が進展している自動車産業にあって、 →長期的な課題：製品の高付加価値化
→短期的な課題：生産リードタイムの短縮
Ｃ社は今後とも海外に進出せず国内生産による
発展を構想している。国内生産のみでＣ社が発 経営戦略レベルの設問
→機会：なし
展し続けるためには、どのような点を強化すべ
→強み：低コスト対応と短納期対応
きか、理由をあげながら１２０字以内で説明せ
→脅威：低コスト対応→自動車メーカー等の価格対応要請
よ。
→弱み：短納期対応→３割が納期４日以上
主語・述語
→「国内生産のみでＣ社が発展し続けるためには〜を強化す
べきである」
切り口（内部環境・外部環境）
→内部環境：短納期対応不十分
→外部対応：価格対応要請あり

グローバル化時代の生産対応として
の海外進出という潮流の中で、国内
生産に固執するための条件を、Ｃ社
の現状を踏まえ、どこまで提案でき
るかについての問題認識能力と問題
解決能力を問う問題である。

Ｃ社の方向性
地球環境問題に取り組んでいる自動
第４問（配点２０点）
→長期的な課題：製品の高付加価値化
車業界の中にあって、技術開発力の
Ｃ社は、六価クロムを使用したクロメート処
→短期的な課題：生産リードタイムの短縮
強化という視点のみでＣ社の三価ク
理から、環境負荷の少ない三価クロメート処理
ロメート処理への対応を理解するだ
へ転換するため技術開発に取り組んでいる。Ｃ 主語・述語
→「Ｃ社の技術開発について〜をアドバイスする」
けでなく、環境経営との関連を含め
社のこうした技術開発について、あなたはどの
てどこまで理解できるかについての
ようにアドバイスするか。１２０字以内で述べ 与件文
→「環境対策・技術革新に向けての体制強化は〜重要な課題」情報把握能力と問題認識能力を問う
よ。
切り口（社内・社外）
問題である。
→社内体制：専業化・人員補充
→外部連携体制：工業団地内企業との連携
第５問（配点２０点）
基本戦略「低コストと短納期化」を情報システム面から支える
Ｃ社では生産の平準化と小口輸送を考慮した 位置づけの問題
生産割り振りのため、情報システムの整備が課 制約条件：生産の平準化と小口輸送を考慮した生産割り振り
題になっている。このために管理すべき重要な
本社工場か地方工場かへ割り振る判断基準
データ項目をあげて、１２０字以内で説明せよ。 →生産の平準化
管理すべき重要なデータ項目：受注書や受注残情報
短納期対応→２４時間創業可能な地方工場に割り振る
→小口輸送
管理すべき重要なデータ項目：搬送時間や搬送コスト
低コスト対応→出荷先へ近い工場に割り振る

平成１７年度

第１問（配点４０点）
公共事業の低迷による売上減に直面している
Ｃ社は、もう一つの事業の柱として家庭用エク
ステリア事業の強化を計画している。このこと
について、以下の設問に答えよ。
（設問１）
家庭用エクステリア事業を強化するにあたっ
て、Ｃ社の強みとなる点を二つあげ、それぞれ
５０字以内で述べよ。

解答の考え方

強み
内部経営資源
→「ヒト・モノ・カネ・情報」
生産・技術事例
→「４Ｍ（人・機械・材料・生産方法）」
生産管理の要素であるＱＣＤにプラスの影響を与えているもの
を選択する。
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情報システムの整備に当たって、管
理データとしてどのような属性と項
目が提示できるかについての情報把
握能力と問題解決能力を問う問題で
ある。

出題の趣旨

本問は、問題文の内容から、家庭用
エクステリア事業の強化にあたって、
Ｃ社の経営資源に関する情報を適切
に読み取ることができるかの情報把
握能力を問うものである。
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（設問２）
各種公園施設の個別生産と異なり、標準品生
産を条件とした場合の家庭用エクステリア製品
の生産体制は、どのように整備することが望ま
しいか。その理由をあげながら１００字以内で
説明せよ。

個別生産とは異なる生産体制
→連続生産体制
標準品生産を条件とした生産体制
→見込み生産体制
与件より連続見込み生産を行うメリット（デザイン、コスト）
を選択する。
切り口（内部・外部）

本問は、家庭用エクステリア事業の
業界事情を踏まえた製品特性を理解
し、実行可能な生産体制の整備を提
案できるかの問題解決能力を問うも
のである。

（設問３）
Ｃ社では、中国から部品を調達することで、
コスト競争力を高めることを検討している。こ
うした海外からの部品調達についての留意点を
１００字以内で述べよ。

生産管理の要素であるＱＣＤのうち、「納期」「品質」に不安が
残るという与件の記述を使用する。
白書知識「カントリーリスク」を使用する。
切り口（ＱＣＤ、白書）

本問は、時代の潮流としての海外調
達における諸問題を理解した上で、
Ｃ社が検討している部品の海外調達
に対する留意点を的確に提示できる
かの問題解決能力を問うものである。

第２問（配点２０点）
全社的な改善・改革運動の形態
Ｃ社では工場改善に対する考え方が、工場と
→ＴＱＭ、プロジェクト活動
営業では違ってくる。その違いを踏まえた工場 顧客重視・市場重視の視点
改革のあり方を１２０字以内で提案せよ。
切り口（内部・外部）

本問は、工場改革に対する部門間の
考え方の違いを適切に分析し、実効
性のある解決策が提案できるかの問
題解決能力を問うものである。

第３問（配点２０点）
Ｃ社の仕事の仕組みをどう改善すべきなのかを提案することが 本問は、Ｃ社におけるクレーム上の
問題の所在をとらえ、その解決策を
Ｃ社へのクレームについて、何が問題なのか 求められている。
提案できるかの問題分析能力・改善
を説明するとともに、その改善策を１２０字以
内で述べよ。
不良を次工程に渡さない
提案能力を問うものである。
不良の再発防止
ＩＳＯ９００１取得活動との関連付け
納期情報を営業に伝えることがテーマ。
第４問（配点２０点）
特急品、納期変更、仕様変更など、多様な要 特急品：生産余力の情報
請がある公共事業等の営業活動の場において、 納期変更：生産進捗状況と予定状況
インターネットを活用して迅速に対応するには、仕様変更：生産進捗状況と予定状況
どのような項目をどのように管理すればよいか 切り口（生産計画・生産統制）
を１２０字以内で述べよ。

平成１６年度

解答の考え方

第１問（配点１５点）
戦略的な観点
食品関連の機械製造業におけるＣ社の特徴を、 →環境分析（ＳＷＯＴ、３Ｃ、ドメイン）
戦略的な観点から、
（ａ）取引面について１つ、 特徴
（ｂ）生産面について２つあげ、それぞれ５０字 →メリット＋デメリット
以内で述べよ。
切り口（３Ｃ、市場、競合、自社）

本問は、Ｃ社における情報伝達の問
題点を適切に捉え、部門間の連携を
図る実効性のある提案ができるかの
問題解決能力・改善提案能力を問う
ものである。

出題の趣旨

本問は、問題文の情報から、食品関
連の機械製造業の業界情報、Ｃ社の
経営資源に関する情報等を適切に読
み取り、食品関連の機械製造業の業
界とＣ社の状況を適切に比較・分析
し、戦略的に重要な要素を抽出でき
るかなど、情報把握能力や情報分析
力を問うものである。

第２問（配点２０点）
生産の３機能「設計・調達・作業」の視点
Ｃ社の受注決定に至るまでの営業プロセス上 作業段階よりも調達段階で、さらに設計段階から見直すことが
の問題点をあげ、その改善策を１２０字以内で 生産リードタイムの短縮を実現する手法となる。
述べよ。
仕様の煩雑な変更、技術的な提案要求
→設計部の技術者との同行営業

本問は、問題文からＣ社の業務の流
れを的確に把握し、Ｃ社の業務プロ
セスのうち、営業プロセス上の問題
点を適切にとらえ、実行可能性のあ
る改善案を提案できるか、問題解決
能力を問うものである。

第３問（配点１５点）
白書の方向性
Ｃ社の内外作決定は社内の稼働率のみが優先
→短期的課題「生産リードタイムの短縮」
されている。この方法は長期的に見てＣ社の経
→長期的課題「製品の高付加価値化」
営にどのような問題をもたらすことになるか。 長期的→抽象的でＯＫ
切り口（外部・内部）
１００字以内で述べよ。
→外部面：外注先との関係
→内部面：自社のノウハウ

本問は、Ｃ社の内外作の判断基準お
よび製造部の現状を問題文中から適
切に読み取ったうえで、外注を活用
することのメリット・デメリットな
どの基本的知識を活かし、内製化す
べき部品・加工工程について、戦略
的思考能力を問うものである。

短納期要請に対応し工程管理強化する方法
第４問（配点３０点）
→生産計画と生産統制の見直し
短納期の要請が強まるなか、外注加工品の納
期遅れという問題点を解決するにあたり、内外 切り口（生産計画・生産統制）
作決定以外のＣ社の外注管理、外注先への発注
方法などについての問題点をあげ、その問題点
に対する改善策とあわせて、それぞれ１００字
以内で述べよ。
なお、解答にあたっては、①欄に１つめの問
題点とその改善策を、②欄に２つめの問題点と
その改善策を記入せよ。

本問は、Ｃ社の外注管理の状況を問
題文中から正確に読み取り、外部へ
の発注及び外注管理プロセス上の問
題点を多面的にとらえ、外注管理、
外部への発注方法などについての実
効性ある改善案を提案できるかなど、
問題点指摘の適切性及び問題解決能
力を問うものである。

特注部品もデータベースを活用する。
第５問（配点２０点）
Ｃ社では現在、
「特注部品」の多さから資材 手配事務の改善
調達部の手配事務が煩雑化してきている。パソ 部品加工の効率化・スピード化
コンを活用して「特注部品」の手配事務や部品
加工を効率化、スピード化するための提案を
１２０字以内で述べよ。

本問は、Ｃ社の課題となっている、
パソコンによる特注部品の資材調達
手配事務の軽減について、Ｃ社の規
模や実情に応じた具体性と改善効果
を有する提案ができるかなど、情報
技術の活用による改善提案能力を問
うものである。
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平成１５年

解答の考え方

第１問（配点３０点）
（ａ）事業機会（市場機会）
（設問１）
（ｂ）自社の強み
「靴に足を合わせるのではなく、足に靴を合わ（ｃ）自社の弱み
せる」といわれるように、靴に対する近年の消 機会と強み→今後の方向性（設問２）
費者ニーズは大きく変化している。Ｃ社につい 弱み→経営課題として解決（第３問）
て、
（ａ）靴に対する消費者ニーズの変化に対し
て期待できる事業機会を１つ、競合企業Ｚ社と
比較した場合の（ｂ）強みを２つ、（ｃ）弱みを
２つ、それぞれ３０字以内で述べよ。

出題の趣旨

（設問２）
事業ドメインの方向性は、「機会と強み」のマッチングとなる。
Ｚ社に対する競争優位の構築という観点から、戦略ドメイン
Ｃ社の今後とるべき方策を（ａ）欄に、その理
→標的市場、顧客ニーズ、独自能力
由を（ｂ）欄にそれぞれ８０字以内で簡潔に説
→誰に、何を、どのように
明せよ。
理由
→機会と強みを理由とする
→競争優位の構築という観点
→差別化できる要素を理由としてあげる
第２問（配点３０点）
切り口
本文中の「重視すべきクレーム」の発生原因 結論：（前・後）時間軸
として想定できるものを２つあげ、（ａ）欄にそ →前：顧客→店舗
→後：店舗→工場
れぞれ４０字以内で記入し、それぞれに対応し
た解決策を（ｂ）欄にそれぞれ８０字以内で簡 解決策：（ハード・ソフト）
潔に説明せよ。
→ハード面：製造指図書の書式の変更
→ソフト面：熟練技能者に直接伝える
→ハード面：靴のサンプルを充実
→ソフト面：積極的なヒヤリング
第１問（設問１）であげた弱みの改善提案
第３問（配点２０点）
中小企業診断士であるあなたに、Ｃ社から「納 多品種少量生産→セル生産方式へ切り替え
期の短縮」及び「コストの削減」を図るための ラインバランスの向上
生産方法の改善についてアドバイスが求められ 多工程持ち
ている。提案する改善内容とその理由を２００ 平準化
切り口（ＱＣＤのＣＤ）
字以内で簡潔に説明せよ。
→納期の短縮：工程（負荷）管理の強化
→コストの削減：原価管理の強化
ＩＴに関する設問の戦略レベル特定
第４問（配点２０点）
→目的の明確化：結果
Ｃ社は、２店舗目の展開に備えて情報システ
ムを整備したいと考えている。どのような情報
→効果と効率の観点：方法
システムを構築し、どのような情報を管理すべ 第１問（設問１）であげた弱みも考慮
→ブランド力：リピーター率の向上で克服
きか、１５０字以内で簡潔に説明せよ。
第２問のクレーム改善策も考慮
→製造指図書のデジタル化
→店舗−工場の情報共有
切り口（効果・効率）
→効果面：生産情報に基づく顧客サービスの向上
→効率面：顧客の購買履歴に基づく生産効率の向上

顧客満足が得られる製品やサービス
を提供しようとする場合には、品質
を設計品質と製造品質との２つに分
けて捉えることが有効である。
①設計品質：顧客・使用者のニーズ
に対して規格・設計の内容がどれだ
けあっているかを示すものであり、
規格・設計に対する顧客・使用者の
満足度などで表すことができる。
②製造品質：設計品質に対して実際
の製品・サービスがどれだけ合って
いるかを示すものであり、合格率・
不良率、工程能力指数などで表すこ
とができる。

平成１４年

出題の趣旨

解答の考え方

第１問（配点２０点）
主語・述語
最近、同業者に得意先の注文をとられるケー
→「Ｃ社は〜をセールスポイントとすべきである。」
スが出てきている。Ｃ社の外部環境・内部環境（経 →「理由は、①外部環境、②内部環境により、得意先へ競争
営資源など）の分析について、Ｃ社が得意先へ 性を確保できるためである。」
の優位性を確保するために、何を自社のセール 切り口（外部環境・内部環境）
スポイントとすべきか。環境分析およびそこか
→外部環境：市場機会
ら導かれるセールスポイントを２００字以内で
→内部環境：Ｃ社の強み
説明せよ。
ドメイン策定の基本パターン
＝「Ｓ」→「Ｏ」に投入する。
本事例の策定パターン
＝「Ｗ」を解決し→「Ｓ」に転じて→「Ｏ」に投入する。

第２問（配点６０点）
（設問１）
中小企業診断士であるあなたは、生産部門に
おいて発生している問題点や受注状況の変化な
どを踏まえた生産計画に関する提案をＣ社から
求められた。生産計画に関して、最も重要だと
考える提案を１つ挙げ、その内容を２００字以
内で説明せよ。

主語・述語
→「〜を提案する。具体的には〜である。」
生産管理の３要素
→Ｑ（品質）、Ｃ（原価）、Ｄ（納期）
工程管理の構成要素
→生産計画、生産統制
生産計画の構成要素
→期間別計画（大日程、中日程、小日程）
→要素別計画（手順、工数、負荷）
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（設問２）
目的：「生産性・収益性の向上」
Ｃ社の生産性・収益性を向上させるため、あ 生産性の向上
なたは前工程、本工程、後工程のうち、どの工
→生産性：産出量／投入量
程を重点的に改善・強化すべきであると考える
→投入量の生産要素：人・設備・材料・生産方法
か。
（ａ）改善・強化すべき工程を１つ選び、
（ｂ）収益性の向上
その工程を選んだ根拠を列挙せよ。
→収益性：利益−費用
→利益：高付加価値化
→費用：原価・人件費・経費
（設問３）
主語・述語
Ｃ社の生産現場で生じている問題点を踏まえ、 →「〜を踏まえ、〜の改善を提案する。」
Ｃ社における作業管理上の改善策を１つ挙げ、
→「具体的には、①〜、②〜、③〜、である。」
具体的な改善手順とともに２００字以内で説明 切り口（ＩＥ：方法研究・作業測定）
せよ。
→方法研究：標準作業の設定
→作業測定：標準時間の設定
→「標準作業書」を作成する。
第３問（配点２０点）
主語・述語
Ｃ社では、コンピュータ上の生産管理システ
→「支援システムの内容は〜である。」
ムとインターネットを活用した営業担当者向け
→「具体的には、①進度管理、②余力管理、である。」
支援システムを開発したいと考えている。顧客 切り口（生産統制：進度管理、余力管理、現品管理）
→進度管理：顧客へのサービス向上
へのサ−ビス向上、利便性提供といった観点か
ら、考えられる支援システムの内容を１つ挙げ、 →余力管理：利便性提供
１５０字以内で具体的に説明せよ。

平成１３年

第１問（配点２０点）
（設問１）
問題文から、ＩＣ検査用治具の市場環境を読
みとり、Ｃ社がＩＣ検査用治具市場に参入する
にあたって、
（ａ）有利と捉えられる市場環境、
および（ｂ）事業を行ううえでリスクと捉えら
れる市場環境を２点ずつあげ、それぞれ４０字
以内で簡潔に説明せよ。

解答の考え方

主語・述語
→因果関係「〜により〜になる。」
外部環境分析
→有利と捉える市場環境：機会
→リスクと捉えられる市場環境：脅威
第２問：製品・チャネル戦略を踏まえる。
→ＩＣ検査用治具の種類、販売チャネル
第４問：生産・技術戦略を踏まえる。
→短納期での納入実現

出題の趣旨

（設問２）
主語・述語
→因果関係「〜により〜になる。」
Ｃ社がＩＣ検査用治具市場に参入するにあた
って、Ｃ社の経営面・技術面における（ａ）現 内部環境分析
在の優位点、および（ｂ）これから強化しなけ
→現在の優位点：強み
→強化しなければならない点：弱み
ればならない点を２点ずつあげ、それぞれ４０
字以内で簡潔に説明せよ。
→ここでは弱みを課題として挙げる
第２問：製品・チャネル戦略を踏まえる。
→ＩＣ検査用治具の種類、販売チャネル
第４問：生産・技術戦略を踏まえる。
→短納期での納入実現
主語・述語
第２問（配点３０点）
Ｃ社がＩＣ検査用治具市場で成功するために
→ａ「種類は〜である。理由は〜であるため。」
は、参入時における（ａ）Ｃ社で取り扱うＩＣ
→ｂ「販売チャネルは〜である。理由は〜であるため。」
検査用治具の種類、および（ｂ）販売チャネル 切り口（市場・競合）
についてそれぞれどのようにすべきか。Ｃ社に
→市場への対応：市場拡大、短納期要請
対するあなたのアドバイスを、その理由ととも
→競合への対応：強みを活かし差別化
にそれぞれ８０字以内で簡潔に述べよ。
第１問を踏まえる。
ポジショニング分析により競合差別化を図る。
→種類：少量品・特注品、販売チャネル：直接販売
主語・述語
第３問（配点２０点）
→因果関係「〜により〜こと。」
展示会で試作品をみた大手メーカー（Ｘ社）
から、Ｃ社が開発したＩＣ検査用治具をＯＥＭ 切り口（４Ｐ：チャネル・プロモーション・価格・製品）
（相手先ブランドによる生産）供給してほしいと ＯＥＭのメリット
の申し出があった。Ｃ社の立場に立ち、Ｘ社へ
→チャネル：供給先の販売チャネルが利用できる
ＯＥＭ供給することについての（ａ）メリット、 →プロモーション：プロモーション費用が節約できる
ＯＥＭのデメリット
および（ｂ）デメリットを２点ずつあげ、それ
→価格：販売価格、利益率の低下
ぞれ４０字以内で簡潔に説明せよ。
→製品（ブランド）：自社ブランドが認知されにくくなる
主語・述語
第４問（配点１５点）
→「具体的方法は〜のようにコンピュータおよび通信ネット
Ｃ社が、ＩＣ検査用治具の短納期での納入を
ワークを活用することにより、短納期で納入を実現する。」
実現するためには、コンピュータおよび通信ネ
ットワークをどのように活用すべきか。在庫管 生産の３条件：Ｑ（品質）、Ｃ（原価）、Ｄ（納期）
理以外で、あなたが、最も効果がありかつ現実 生産の２次管理の要素：設計→調達→作業
→制約条件：在庫管理以外で（調達機能以外で）
的だと思う具体的方法を１つあげ、８０字以内
→設計面と製造面から工程に関するＩＴの活用を提案する。
で簡潔に説明せよ。
→コンカレントエンジニアリング
活用方法を具体的に説明する。
→システム名を具体的に説明するのではない。
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第５問（配点１５点）
主語・述語
Ｃ社の新規事業部門の技術スタッフから「２
→「〜というリスクがある。具体的には〜である。」
〜３年後をめどに工場を増設し、ＩＣ検査用治 第１問「ＳＷＯＴ分析」を踏まえる。
具の樹脂部分を外注から社内での製造へと切り
市場環境
替えるべきだ」との意見があった。この意見に
→長期的には拡大するが、短期的には好不況の波が大きい。
沿って樹脂部分の製造を社内での製造に切り替
→与件「２〜３年」：短期と判断した場合、リスクとなる。
えた場合に増大する事業のリスクのうち、あな
たが最も重要だと思うものを１つあげ、８０字
以内で簡潔に説明せよ。

Copyright(C) 2010 @yorikatu All rights reserved.

88

財務

平成１８年度

解答の考え方

出題の趣旨

第１問（配点３０点）
平成１３年度の第１問で提示されている「利益率」
「回転率」
「安 Ｄ社が抱えている問題点を財務分析
Ｄ社の平成１６年度および１７年度の決算書 全性」の３つの枠組みを重視し、解答例を提示した。
の面から的確に指摘できる能力を確
の資料を用いて経営分析を行い、特に重要と思
認するために、提示された財務諸表
われる問題点を３つ取り上げ、問題点①、②、 「生産性」の場合
とＤ社の状況説明文から判断して、
③ごとに、それぞれ問題点の根拠を最も的確に
→「従業員一人当たり売上高」という方向性も考えられる。 適切な経営指標を選択し、その名称
示す経営指標を１つだけあげて、（ａ）その名称
および算出方法が正しく理解できて
を示し、
（ｂ）平成１７年度分の経営指標を計算
いるか、さらに問題点とその原因を
（小数点第３位を四捨五入すること）した上で、
論理的に説明できるかを問う問題で
（ｃ）問題点とその原因について６０字以内で説
ある。
明せよ。
第２問（配点２０点）
ａ -11 百万円
Ｄ社のキャッシュフローについて、以下の設 ｂ +9 百万円
問に答えよ。
ｃ +1 百万円
（設問１）
平成１６年度および１７年度の貸借対照表お 制約条件
よび損益計算書を用いて、平成１７年度の（ａ） 「土地・建物の取得・売却はない。また、備品の取得はない」
営業活動によるキャッシュフロー、（ｂ）投資活 投資活動によるＣＦ：備品の売却による収入の算出
動によるキャッシュフローおよび（ｃ）財務活
→固定資産：９百万円の減少
動によるキャッシュフローを計算せよ。
→減価償却費：５百万円、備品の売却：４百万円
＜仕訳＞
（現金）９百万円 （備品）
４百万円
（備品売却益）５百万円→特別利益へ
※特別利益を営業活動によるＣＦに入れない。

企業の財務的側面の診断にはキャッ
シュフローを的確に把握する能力を
求められるが、基礎知識としての、
営業活動、投資活動および財務活動
によるキャッシュフローの計算能力
を問う問題である。

（設問２）
（設問１）で算出した「営業活動によるキャッシュフロー」、「投（設問１）の計算結果に基づいて、Ｄ
（設問１）の計算結果に基づいて、Ｄ社のキャ 資活動によるキャッシュフロー」、「財務活動によるキャッシュ 社のキャッシュフローに関する問題
ッシュフローの状況を６０字以内で説明せよ。 フロー」の３つの枠組みから６０字の答案を作成する。
点を的確に分析する能力を問う問題
である。
Ｄ社のキャッシュフローの状況：キャッシュ流出
→営業活動：営業赤字・在庫増による減少
→投資活動：増加
→財務活動：増加
第３問（配点２０点）
Ｄ社では、現在の３種類の店舗タイプ（①駅
前３店舗、②住宅街３店舗、③ロードサイド３
店舗）のうち、どのタイプに集中して店舗の再
開発を行うべきかを検討している。その一環と
して、平成１７年度の決算資料に基づいて、以
下のように店舗タイプごとに売上高、変動費、
個別固定費を集計し、また、全体の共通固定費
を算出して採算性の検討を行うこととした。

①駅前
②住宅街
③ﾛｰﾄﾞｻｲﾄﾞ
合計

①駅前
②住宅街
③ﾛｰﾄﾞｻｲﾄﾞ

売上高
255
315
395
965

変動費
187
209
260
656

（単位：百万円）
個別固定費 共通固定費
72
−
71
−
45
−
188
123

（ａ）
（ｂ）
26.67％
-1.57％
33.65％
11.11％
34.18％
22.78％

（設問１）
限界利益
①駅前、②住宅街、③ロードサイドの店舗タ
→売上高−変動費
イプごとの、
（ａ）限界利益率および（ｂ）貢献 貢献利益
利益率を計算せよ（小数点第３位を四捨五入す
→売上高−変動費−個別固定費
ること）
。

Ｄ社の店舗タイプごとの採算性につ
いて、売上高、変動費および固定費
の観点から検討する能力を確認する
ために、限界利益率および貢献利益
率を算出する能力を問う問題である。

（設問２）
（設問１）より
Ｄ社の店舗タイプごとの採算性を判
どの店舗タイプに集中すべきかの判断は、Ｄ
→限界利益率より貢献利益率に着目して結論を出す。
断するに当たり、どのような視点か
社に関する資料から分析するとすれば、どうい 定性情報である売上高構成比を加えることにより、定量情報で ら検討すべきかを問う問題である。
う点に着目して結論を出すべきか、６０字以内 ある貢献利益率の判断限界を補完する。
で述べよ。
第４問（配点１５点）
Ｄ社では、店舗展開の戦略見直しの１つの案
として、駅前店舗である３店舗を閉店してそれ
に関わる固定資産を売却し、これによって得ら
れる資金６，
０００万円を投資して、住宅街店舗
あるいはロードサイド店舗を何店舗か増加させ
ることを検討している。そこで、以下のように
増加させる店舗ごとに投資額および今後７年間
毎年得られるキャッシュフロー推定した。どの
ように店舗を増加させることが最適かを６０字
以内で述べよ。

増加させる店舗数
住宅街店舗を１店舗増加させる場合
住宅街店舗を２店舗増加させる場合
住宅街店舗を３店舗増加させる場合
ﾛｰﾄﾞｻｲﾄﾞ店舗を１店舗増加させる場合
ﾛｰﾄﾞｻｲﾄﾞ店舗を２店舗増加させる場合
ﾛｰﾄﾞｻｲﾄﾞ店舗を３店舗増加させる場合

（単位：百万円）
投資額 ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ
20
7
40
11
60
14
20
6
40
11
60
13

追加的な投資案の採算性を検討する
際に考慮すべき内容とその計算方法
を正確に理解しているかを問う問題
である。

それぞれの組み合わせから得られるネットキャッシュフローが
最大になるものを選ぶ。
ネットキャッシュフローをそれぞれ計算する。（単位百万円）
→住宅街１店舗：ＣＦ７年間合計４９ー投資額２０＝２９
→ﾛｰﾄﾞｻｲﾄﾞ２店舗：ＣＦ７年間合計７７ー投資額４０＝３７
→ネットキャッシュフローの合計が６６百万円で最大となる。
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第５問（配点１５点）
Ｄ社のＰＯＳシステムを、これまで以上に有
効活用するためのアドバイスについて、以下の
設問に答えよ。
（設問１）
仕入・在庫管理を改善するためには、どのよ
うにＰＯＳシステムを活用したらよいか、６０
字以内で述べよ。

財務事例で在庫を考える場合のセオリー
→効率面：在庫の適正化
→効果面：品揃えの最適化

ＰＯＳシステムをより有効に活用す
るために現状把握および改善案作成
について、仕入・在庫管理という課
題からその能力を問う問題である。

仕入・在庫管理（設問１）＝効率の視点
与件文：「日常の仕入れについては店長が在庫状況を見ながら発
注している」
→在庫状況をＰＯＳでリアルタイムに把握する。
→店長以外の一般店員でも仕入業務をできるように提案する。
→一般店員（非正規社員）の戦略的な活用が可能となる。

（設問２）
商品の入れ替え（設問２）＝効果の視点
（設問１）と同様に、ＰＯＳシステム
効果的な商品の入れ替えを行うためには、ど 与件文：
「商品の品揃えについても社長自らが指示を行っている」をより有効に活用するための現状把
のようにＰＯＳシステムを活用すればよいか、
→売れ行きをＰＯＳで把握し店舗毎に違う顧客層に対応する。握および改善案作成について、効果
６０字以内で述べよ。
→品揃え決定を店長が行い、社長は戦略的意思決定を行う。 的な商品入れ替えという課題からそ
の能力を問う問題である。

平成１７年度

解答の考え方

第１問（配点２５点）
第２問との一貫性を意識する。
Ｄ社の平成１６年度財務諸表（貸借対照表、
→長所：設備投資により改善するもの（収益性）
損益計算書および製造原価報告書）を用いて、
→短所：設備投資により悪化するもの（安全性）
Ｄ社の経営分析を行い、経営上の問題点のうち、
特に重要だと思われるものを２つ取り上げ、問
題点①、②ごとに、それぞれ問題点の根拠を最
も的確に示す経営指標を一つだけ挙げて、（ａ）
その名称を示し、
（ｂ）経営指標を計算（端数が
でた場合には、小数点第３位を四捨五入するこ
と）した上で、
（ｃ）問題点の内容を６０字以内
で説明せよ。

出題の趣旨

本問は、Ｄ社が抱えている問題点を、
財務分析の面から的確に指摘できる
能力を確認するために、自ら適切な
経営指標を選択し、その名称および
算出方法が正しく理解されているか、
さらに問題点を論理的に表現できる
かを問うものである。

第２問（配点２５点）
Ｄ社経営者は、平成１７年度の期首に新たな
２億円の設備投資を行った場合、どういう財務
状態になるか平成１７年度の予想財務諸表（貸
借対照表、損益計算書および製造原価報告書）
を作成してほしいと依頼してきた。
（設問１）
平成１６年度財務諸表（貸借対照表、損益計
算書および製造原価報告書）を基礎として、平
成１７年度の予想財務諸表を作成せよ。
①工場以外の施設・設備はすべて借りている。
②固定資産の減価償却はすべて定額法で行っ
ている。
③法人税等は税引前当期純利益の４０％とす
る。
④短期借入金は全額借り換えるものとする。

経営計画を作成する際には、その投
資が経営上どのような結果をもたら
すかを財務諸表上でも表現できるこ
とが求められるが、本問は、まずＤ
社の設備投資案の諸条件から予想財
務諸表を作成する能力を問うもので
ある。

第１問より
（設問２）
（設問１）で作成した平成１７年度の予想財務 →長所：設備投資により改善するもの（収益性）
諸表から、
この設備投資計画の（ａ）長所と（ｂ） →短所：設備投資により悪化するもの（安全性）
短所をそれぞれ３０字以内で述べよ。

本問は、（設問１）で作成した予想財
務諸表から、当該設備投資案の特徴
や問題点を的確に分析できる能力を
問うものである。

ａ 998 百万円
第３問（配点２５点）
Ｄ社経営者から、営業利益（営業外費用を含 ｂ 99.80%
まない）を用いた損益分岐点分析をしてほしい
との依頼を受けた。製造原価のうち、変動費は
材料費、水道光熱費と運搬費であり、あとはす
べて固定費である。また、販売費・一般管理費
はすべて固定費と見なす。
（設問１）
平成１６年度の財務諸表（貸借対照表、損益
計算書および製造原価報告書）を用いて、損
益分岐点の売上高を（ａ）欄に求めよ（単位：
百万円）
。また、現在の損益分岐点比率を（ｂ）
欄に求めよ。端数が出た場合は、小数点第３位
を四捨五入すること。

本問は、Ｄ社の平成１６年度財務諸
表の数値を用いて、損益分岐点分析
の基本的な知識をもとにして、具体
的に数値計算ができる能力を問うも
のである。

（設問２）
設問１で聞かれた損益分岐点比率を比較指標として設定する。 本問は、損益分岐点分析の視点から
第２問で取り上げた２億円の新たな設備投資
→平成１７年度は損益分岐点比率が改善した。
分析した際に、設備投資案によって
を行った場合に、平成１７年度の予想財務諸表 損益分岐点比率の改善原因
経営状態がどのように変化するかを
（貸借対照表、損益計算書および製造原価報告
→固定費の増加：人件費、減価償却費の増加
的確に把握できる能力を問うもので
書）から導き出される損益分岐点の特徴は、平
→変動比率の低下：販売単価上昇、運搬費削減
ある。
成１６年度と比較してどのように変化するか、
１００字以内で述べよ。
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第４問（配点２５点）
専門家から得た新たな情報によれば、原材料
である使用済み飲料缶の購入価格および購入量
が、１年後には以下のように予想される。
すなわち、現在４億円の材料費が１年後には
５０％値上がりする確率が７０％、逆に１０％
値下がりする確率が３０％と予測され、値上が
りした際にはＤ社の財務体質上から資金手当て
が困難となり、現在の購入量の８０％しか購入
できないと予想されている。一方、現時点で購
入した場合には、今後１年間に倉庫費が購入金
額の２０％、支払利子が購入金額の５％発生す
ると考えられる。また、売上高は現在と同じ額
が確保できると予想されている。
そこで、現在の設備状況のもとで、この情報
に基づいて原材料の購入方法を検討することと
した。現時点で必要な原材料すべて購入してし
まうべきか、それとも１年後に購入すべきかを
判断するために、以下の設問に答えよ。
（設問１）
4.16 億円
１年後に原材料を購入する場合の、売上高か
ら材料費を差し引いた金額の期待値はいくらか
算出せよ。
（単位：億円）。

本問は、不確実性を有する経営意志
決定を行う際に、発生する可能性の
ある事象とその確率から期待値の算
出方法について理解しているかを問
うものである。

ａ 5 億円
（設問２）
現時点で原材料を購入する場合の、売上高か
ら材料費および上記の在庫維持（倉庫費および
支払利子）を差し引いた金額はいくらになるか
を（ａ）欄に算出し（単位：億円）、１年後に
購入する期待値においてどちらが有利であるか
（ｂ）欄に答えよ。

本問は、段階的な経営意志決定にお
ける代替案の検討において用いられ
るディシジョンツリーの考え方と、
その計算方法およびその結果の判定
能力を問うものである。

平成１６年度

解答の考え方

出題の趣旨

第１問（配点４０点）
経営分析
（設問１）
→収益性、安全性、生産性の視点
Ｄ社が検討している工場移転計画案の財務上
の問題点を把握して、これの改善を図りたい。
資料にある平成１６年度見込みおよび５年後で
ある平成２１年度予想決算書等を用いて経営分
析を行い、特に重要と思われる問題点を３つ取
り上げ、問題点①、②、③ごとに、それぞれ問
題点を示す根拠を最も的確に示す経営指標を一
つだけ挙げて、
（ａ）欄にその名称を示し、（ｂ）
欄に平成２１年度予想に関する経営指標を計算
（端数が出た場合には、小数点第３位を四捨五入
すること）した上で、（ｃ）欄に問題点の内容を
６０字以内で述べよ。

本問は、Ｄ社が抱えている問題点を、
的確に指摘できる能力を確認するた
めに、自ら適切な経営指標を選択し、
その名称および算出方法が正しく理
解されているか、さらに問題点を論
理的に表現できるかを問うものであ
る。

（設問２）
（設問１）で指摘された３つの問題点は相互
に関連性があると考えられる。これらを総合的
に解決するためには、計画をどのように見直す
ことが必要か。総合的な改善案を２つそれぞれ
６０字以内で述べよ。

本問は、（設問１）で抽出された３つ
の問題点の背後には共通の原因があ
ることを発見して、これを解決する
ための改善案を創出する能力を問う
ものである。

第２問（配点１５点）
Ｄ社が工場移転計画を進める場合には、これ
までの情報ネットワークシステムである構内Ｌ
ＡＮを変更しなければならない。そこで以下の
設問に答えよ。
（設問１）
どのようなネットワークシステムを用いるこ
とがＤ社にとって費用負担面で適切であると考
えられるか、６０字以内で述べよ。

インターネットＶＰＮ：インターネット上で認証技術や暗号化
を用いて保護された仮想的な専用回線を提供するサービス。
ＩＰｓｅｃ：ネットワーク層の機能を用いてインターネット上
で暗号化通信を行うプロトコル。データだけでなくＩＰヘッダ
も暗号化することによりＩＰパケットをカプセル化して通信す
る。

（設問２）
認証による不正アクセスの防止
（設問１）で解答した情報ネットワークシステ 暗号化による情報漏洩の防止
ムではセキュリティについてどういう方策をと
ることが必要か、６０字以内で述べよ。
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情報ネットワークシステムについて、
中小企業にとってはコストパフォー
マンスのよいシステムが望まれると
ころであるが、本問は、Ｄ社の情報
ネットワーク環境を理解したうえで、
費用面で適切な方式を選択できるか
どうかの能力を問うものである。

本問は、（設問１）で解答した情報ネ
ットワークシステムに対応したセキ
ュリティシステムを整理して提案で
きる能力を問うものである。
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第３問（配点３０点）
ａ 138 百万円
Ｘ社がＤ社に買収金額として提示した１５億
円が妥当であるかを検討したい。現段階での工 ｂ 80 百万円
場移転計画案は現状よりも採算性が低いので、
今後工場を移転せずに平成１６年度の経営状態 フリーキャッシュフロー
が続くと仮定して、フリーキャッシュフロー（Ｆ →営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフロー
ＣＦ）を用いた方法によってＤ社の企業価値の ※営業外収益、営業外費用は全て現金取引で、営業活動に関わ
金額を計算することにした。なお、資本コスト るものとした。
は４％として検討する。
※外部流出利益の５百万円は役員報酬とした（オーナー企業で
（設問１）
あるため配当金よりも妥当性があると判断）。
資料の決算書等を用いて、平成１６年度見込
みの営業キャッシュフローを（ａ）欄に、平成
１６年度見込みのフリーキャッシュフローを
（ｂ）欄に算出せよ（単位：百万円）。

本問は、企業価値算出の準備段階と
しての営業キャッシュフローおよび
フリーキャッシュフローの計算知識
能力を問うものである。

（設問２）
企業価値：将来その企業が生み出すキャッシュフローを現在価 本問は、フリーキャッシュフローを
（設問１）で算出された平成１６年度見込みの 値に割引いた合計額
用いた企業価値算出の方法十分理解
→フリーキャッシュフロー ÷ 割引率
しているかについて問うものである。
フリーキャッシュフローからＤ社の企業価値の
金額を求め、提示された買収金額が妥当である
かについて５０字以内で述べよ。ただし、この
フリーキャッシュフロー額が今後も永続的に発
生すると仮定して検討せよ。
（設問３）
買収時の企業価値の計算に利用される方法と
して、フリーキャッシュフローを用いる方法以
外の代表的なものを２つ（ａ）欄に名称を挙げ、
（ｂ）欄に概要を４０字以内で述べよ。

本問は、フリーキャッシュフロー以
外に買収時に用いられる企業価値の
算出方法を問うことにより、この分
野に関する知識の幅広さを問うもの
である。

第４問（配点１５点）
Ｄ社の新規事業（リフォーム工事事業）展開
の検討については、まず今後２カ年について検
討しているが、今後のリフォーム需要が順調に
伸びていくかどうかを勘案し、第１年度に全額
投入する方法と、第１年度には一部を投資して、
第２年度にそのときの状況を踏まえて残りの投
資を行うかどうかを決定するという段階的な意
志決定を行う方法を考えている。そこで以下の
ような将来キャッシュフローの予測データを収
集した。以下の問に答えよ。
（データ）
①第１年度、第２年度ともに各年度の需要が順
調に伸びる確率は６０％、伸びない確率が４０
％と予測される。
②第１年度だけで全額投資する場合、投資額は
７千万円であるが、第１年度と第２年度に分割
投資すると各年度の投資額は４千万円となる。
③投資全体を完了すれば投資額を除く毎年度の
ネットキャッシュフローは、投資をした年度を
含め、需要が順調に伸びる年度には６千万円、
伸びない年度には２千万円が得られる。
④第１年度の分割投資によって生じる、投資額
を除く毎年度のネットキャッシュフローは、投
資した年度を含め、需要が順調に伸びる年度に
は４千万円、伸びない年度には２千万円が得ら
れる。
（設問１）
18 百万円
第１年度に全体投資を完了する場合、投資額
を含めた２年間に生ずるネットキャッシュフロ
ーの期待値はいくらになるか算出せよ（単位：
百万円）
。なお、計算を簡便化するために、ネッ
トキャッシュフローを現在価値に割り引くこと
はしないものとする。また、端数が出た場合には、
小数点第３位を四捨五入すること。

本問は、ある一つの事業展開のシナ
リオにおけるネットキャッシュフロ
ーの期待値を算出する能力を問うこ
とにより、この不確実性下の意志決
定の検討における基礎知識を問うも
のである。

（設問２）
考えられる投資方法
考えられる投資方法のうち、どの方法が採算
→①第１年度に全額投資する方法
的に最も望ましいかを２年間のネットキャッシ
→②第１年度に分割投資して、第２年度の追加投資を行わな
ュフローの期待値を計算した上で判断し、その い方法
結果を６０字以内で述べよ。なお、計算を簡便
→③第１年度に分割投資して、第２年度の追加投資を行う方
化するために、ネットキャッシュフローを現在 法
価値に割り引くことはしないものとする。また、
端数が出た場合には、小数点第３位を四捨五入
すること。

本問は、意志決定時の柔軟性を検討
するために、Ｄ社における状況とし
て考えられるすべてのシナリオのネ
ットキャッシュフローの期待値を検
討して、最適な意志決定を導き出す
能力を問うものである。
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平成１５年

解答の考え方

第１問（配点２５点）
経営分析
Ｄ社の平成１３年度及び平成１４年度の決算
→収益性、安全性、生産性の視点
書（貸借対照表、損益計算書および製造原価報
→安全性＝支払い能力
告書）を用いて経営分析せよ。そして、Ｄ社が
→収益性＝利益計上
事業を継続するうえで解決すべきと思われる問
→生産性＝効率改善
題点を緊急度の高い順に２つ抽出せよ。解答用
紙には問題点①、②ごとに、それぞれ問題点の
根拠を最も的確に示す経営指標を一つだけ挙げ
て、
（ａ）欄にその名称を示し、（ｂ）欄に平成
１４年度の経営指標値を計算（端数が出た場合
には、小数点第３位を四捨五入すること）した
上で、
（ｃ）欄に問題点を３０字以内で説明せよ。
また、
（ｄ）欄にその問題点の解決策を４０字以
内で述べよ。

出題の趣旨

第２問（配点２５点）
ａ 75.00%
Ｄ社のＣＶＰ分析による収益構造の把握につ ｂ 49 百万円
いて、以下の設問に答えよ。
損益分岐点売上高＝固定費 ÷( １−変動比率 )
（設問１）
→平成１３年度：( ｙ＋４百万円 )÷( １−ｘ )
第１問で用いたＤ社の平成１３年度及び平成
１４年度の決算書データを使用して、営業利益
→平成１４年度：( ｙー５百万円 )÷( １−ｘ )
の算出に関わる費用を変動費と固定費に分解し
たい。そこで、両年度で変動費率と固定費は変
わらないものとして、（ａ）変動比率と（ｂ）固
定費（単位：百万円）を計算せよ（端数が出た
場合には、小数点第３位を四捨五入すること）。
（設問２）
設問１の結果を踏まえてＣＶＰ分析を行った
場合、Ｄ社が営業利益の赤字額を０円にするた
めにはどれだけの売上高を確保しなければなら
ないか。計算結果（単位：百万円）を（ａ）欄
に記入し（端数が出た場合には、小数点第３位
を四捨五入すること）、Ｄ社の収益構造の問題点
と解決の方向性について（ｂ）欄に５０字以内
で説明せよ。

ａ 196 百万円
損益分岐点売上高＝固定費 ÷( １−変動比率 )
→４９百万円 ÷( １−７５％ )
企業収益の不確実性、変動制をもたらす要因
→①企業の費用構造の差（ビジネスリスク）
→②負債による資金調達から生じる固定的な利子支払い（財
務リスク）
営業レバレッジ
→変動費、固定費の費用構造の差によって、売上変化が利益
変化に影響を与えること
→変動比率の低下
（材料費、外注費、荷造運賃費、仕入原価 等）
→固定費総額の抑制
（人件費、減価償却費、経費、金融費用 等）

第３問（配点２５点）
原価計算の基本手続
受注の採算性を明らかにするためには受注ご
→３段階：費用別計算、部門別計算、製品別計算
との製造原価の算定が必要となるが、これにつ 製品別計算
いて次の設問に答えよ。
→個別原価計算：受注生産に適した原価計算
（設問１）
→総合原価計算：見込み生産に適した原価計算
どういう原価計算を行えばよいか、その種類
と計算方法の概要を５０字以内で述べよ。
（設問２）
Ｄ社が設問１の原価計算を情報システム化す
るには、①現在のＤ社の情報システムデータを
どのように利用するべきか、また、②どういう
情報システムのどのような必要データを新たに
追加していくべきかのアドバイスをそれぞれ
５０字以内で述べよ。
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第４問（配点２５点）
経営者は新たなＮＣタレットパンチプレス機
を購入して、工場内の空いているスペースに設
置し、加工品目の多様化と高度化を図る経営改
善計画を考えている。そのために、保有してい
る土地の遊休部分の一部売却も検討している。
導入予定のＮＣタレットパンチプレス機は平
成１６年度末に１２０百万円で購入して全額を
そのときに支払い、平成１７年度初めから稼働
する予定である。そのために売却する土地の譲
渡価格は８０百万円（簿価６０百万円）で、売
却代金を全額平成１６年度末に受け取る見込み
である。また資金の不足分は金融機関から借り
入れる予定である。新設備の減価償却期間を４
年と考えて、毎年２７百万円ずつ定額償却し、
平成２０年度末には残存価額で売却できると見
込んでいる。今後５年間の経常利益と、この機
械装置を含めたＤ社の減価償却費を次のように
見積もった。なお、
経常利益を算出するにあたり、
収益・費用の見越し繰延べはないものとし、また、
ここに記載以外の特別損益は発生しないものと
想定している。
（設問１）
この経営改善計画から得られる今後５年間の
毎年のキャッシュフロー（単位：百万円）を計
算せよ（端数が出た場合には、小数点第３位を
四捨五入すること）
。なお、法人税等率は４０％
とする。

１年目：-16
２年目：31
３年目：31
４年目：31
５年目：43
平成１６年度（１年目）
→当期利益 ( ３) ＋減価償却費 ( １) ー特別利益 ( ２０)
→特別利益２０百万円は不動産売却益であるため、キャッシ
ュインフローから除外する

（設問２）
設問１よりＮＰＶは「93.92 百万円」となる
現状のままであれば、今後５年間の正味現在
→設問１のＣＦと資本コスト５％で計算
価値（ＮＰＶ）は年間資本コスト５％と想定す
→経営改善計画は実施すべき
ると３９百万円のマイナスであった。これを踏 切り口（既存市場、新規市場）
まえてこの経営改善計画を含め今後どうすべき
→既存市場：Ｘ社から単価引上げ
かのアドバイスを８０字以内で述べよ。
→新規市場：Ｘ社以外の開拓

平成１４年

解答の考え方

第１問（配点３０点）
収益性分析の視点
平成１３年度貸借対照表および損益計算書を
→資本利益率＝売上高対利益率 × 資本回転率
用いてＤ社の経営分析せよ。そしてＸ社と比較
→Ｐ／Ｌから費用構造、Ｂ／Ｓから資産構造を分解
した場合、Ｄ社の総資本経常利益率を圧迫して 費用構造の分析：収益性低下の原因を探る
いる原因として、特に重要と思われる問題点を
→①売上高対総利益率
３つ挙げ、その解決策を示せ。
→②売上高対営業利益率
解答用紙には問題点①、②、③ごとに、それ
→③売上高対経常利益率
ぞれ問題点の根拠を最も的確に示す経営指標を 資産効率の分析：資産効率低下の原因を探る
１つだけ挙げて、
（ａ）欄にその名称を示し、
（ｂ） →①流動資産回転率→商品回転率
欄にＤ社の経営指標値（小数点第３位を四捨五
→②固定資産回転率→有形固定資産回転率
入すること）を記入せよ。また、（ｃ）欄には問 ①人件費の削減策
題点を４０字以内で、（ｄ）欄にはその問題点の →正規社員：レイバースケジュールによる人員の効果的配置
解決策を４０字以内で、それぞれ述べよ。
→パート等：客層・時間帯に応じた柔軟な活用
②在庫の削減策
→売れ筋商品中心の商品構成へ見直し
→商品在庫の適正化
③固定資産の有効活用策
→倉庫スペースを縮小し店舗活用することで売上増加

出題の趣旨

（ａ）項目
（ｂ）金額（単位：百万円）
第２問（配点２０点）
8
Ｄ社のキャッシュフローについて、次の設問 税引前当期利益
減価償却費
13
に答えよ。
営業外収支
23
（設問１）
1
平成１３年度貸借対照表および損益計算書、 特別損益
3
さらに平成１３年度貸借対照表の対前年度増減 売上債権の減少額
△ 170
額を用いて、Ｄ社の平成１３年度営業キャッシ 商品の増加額
仕入債務の増加額
148
ュフローを計算せよ。
解答用紙の（ａ）欄に営業キャッシュフロー その他流動資産の減少額
2
28
の計算にかかわる項目を示し、（ｂ）欄にその金 小計
△ 23
額（単位：百万円）を記入せよ。なお、（ｃ）欄 営業外収支
△1
は営業キャッシュフロー額（単位：百万円）で 特別損益
法人税納付額
△2
ある。
（ｃ）営業キャッシュフロー 2
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（設問２）
主語・述語
Ｄ社の営業キャッシュフローはどのような状
→「Ｄ社の営業キャッシュフローは〜である。」
態か、５０字以内で説明せよ。
→結論を明確にする。
第３問（配点１５点）
為替変動リスク回避のためのデリバティブ取引
洋書の仕入代金決済を現地通貨で行うとすれ
→先物為替予約、通貨オプション、通貨スワップ
ば、為替リスクへの対応が必要となるが、これ 先物為替予約：あらかじめ将来の交換レートを確定させて行う
について以下の設問に答えよ。
外国為替取引
（設問１）
仕入時点で完全に為替リスクを回避するには
どのような方法をアドバイスするか、３０字以
内で述べよ。
コールオプション：買い手に対して「買う」権利を与えるもの
（設問２）
ヨーロピアンオプションによって為替リスク プットオプション：買い手に対して「売る」権利を与えるもの
を回避しようとする場合、代金決済時に円安が
予想されたときには、
アメリカンタイプ：権利行使期間内の営業日であればいつでも
①どのようなオプションを手に入れるべきか、権利行使が可能
ヨーロピアンタイプ：約定の権利行使日（確定日）にのみ権利
２０字以内で説明せよ。
②オプションの満期時にはどのように対処す 行使が可能
ればよいか、５０字以内で説明せよ。
輸入業者：外国通貨のコールオプションを購入する。
→円高：権利放棄、円安：権利行使
輸出業者：外国通貨のプットオプションを購入する。
→円高：権利行使、円安：権利放棄
第４問（配点２０点）
現在の書籍店舗販売と新事業として検討され
ている書籍インターネット販売および中古本販
売のそれぞれ今後３年間の予想売上高営業利益
率とその発生確率については、表３に示される
推定データを得ている。これに基づいて、事業
の収益性に関する次の設問に答えよ。

書籍店舗販売
予想売上高営業利益率（％）
発生確率

1.5
0.1

2.0
0.8

2.5
0.1

書籍インターネット販売
予想売上高営業利益率（％） ー 2.0
発生確率
0.3

4.0
0.5

8.0
0.2

中古本販売
予想売上高営業利益率（％） ー 10.5
発生確率
0.5

10.0
0.3

30.0
0.2

期待値
（設問１）
→書籍店舗販売：2.0%
３つの事業の予想売上高営業利益率を期待値
（リターン）で評価すると、どの事業が今後有望 →書籍インターネット販売：3.0%
→中古本販売：4.0%
と判断できるか、４０字以内で述べよ。
標準偏差
（設問２）
（設問１）で得た結果に対して、期待値（リタ →書籍店舗販売：0.224
ーン）だけでなくリスクも考慮した事業評価を
→書籍インターネット販売：3.578
→中古本販売：15.620
行うとどのようになるか、６０字以内で説明せ
よ。
第５問（配点１５点）
収益増加のための販売促進策を提案する。
Ｄ社のＰＯＳレジとコンピュータで構成され 「効果」の視点から売上向上が目標
るＰＯＳ情報システムを活用して、今後より一
→販売促進＝売上増加による利益の確保
層Ｄ社の経営に役立てるための方策について、
→売上増加＝「客数」または「客単価」の増加
次の設問に答えよ。
（設問１）
ＰＯＳデータ活用の切り口
書籍店舗販売の促進に役立てるにはどのよう
→①商品管理、②従業員管理、③顧客管理の観点
な方策が考えられるか、６０字以内で説明せよ。
（設問２）
効率化のための仕入発注業務改善策を提案する。
仕入発注業務の改善に役立てるにはどのよう 「効率」の視点から棚卸資産の削減・効率化が目標
な方策が考えられるか、６０字以内で説明せよ。 →発注コストの削減か在庫の削減

平成１３年

解答の考え方

第１問（配点４０点）
収益性分析の視点
（設問１）
→資本利益率＝売上高対利益率 × 資本回転率
両年度の貸借対照表および損益計算書を用い、 →Ｐ／Ｌから費用構造、Ｂ／Ｓから資産構造を分解
利益率、回転率および安全性に関するそれぞれ 費用構造の分析：収益性低下の原因を探る
の経営指標について、このケースで適切な分析
→①売上高対総利益率
結果を導くために有用と考えられるものをそれ
→②売上高対営業利益率
ぞれ２つずつ、名称と算出式を示した上で、２
→③売上高対経常利益率
か年度分の経営比率の数値を算出し、解答用紙 資産効率の分析：資産効率低下の原因を探る
に記入せよ。
→①流動資産回転率→商品回転率
なお、利用可能な２期分の財務諸表のみを用
→②固定資産回転率→有形固定資産回転率
いて期間比較を行うために、各経営比率の算出 安全性の分析：B/S から分析する
にあたっては、当該年度の貸借対照表および損
→①短期支払能力→流動比率、当座比率
益計算書の金額のみを用いるものとする。
→②長期支払能力→固定比率、固定長期適合率
→③資本 ( 財務 ) 安定性→自己資本比率、負債比率
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（設問２）
（設問１）で算出した経営比率に基づいて、Ｄ
社の経営状況の総合的な分析結果を１００字以
内で説明せよ。

利益率、回転率、安全性の３つの観点から分析する。
原価率のアップ→第３問プロダクトミックス改善提案
資産効率の悪化→売上債権の増加、短期借入金の増加
財務安定性の低下→短期借入金の増加

第２問（配点３０点）
Ａ営業活動キャッシュフロー
Ｄ社のキャッシュフローについて、以下の設
税引前当期利益 ＋ 200
問に答えよ。
減価償却費 ＋ 5
（設問１）
営業外収益 ー 49
両年度の貸借対照表および損益計算書から平
営業外費用 ＋ 216
成１２年度の営業活動キャッシュフロー、投資
特別利益 ー 26
活動キャッシュフローおよび財務活動キャッシ
売上債権の増加額 ー 1,496
ュフローを計算し、解答用紙の解答欄に記入せ
商品の増加額 ー 120
よ。なお、キャッシュインフローはプラス（＋）、 仕入債務の増加額 ＋ 48
キャッシュアウトフローはマイナス（−）の金額 小計 -1,222
で示すこと（単位：百万円）。
営業外損益 ー 167
特別利益 ＋ 26
法人税の支払額 ー 100
合計 -1,463
Ｂ投資活動キャッシュフロー
投資有価証券の取得による支出
その他固定資産取得による支出
合計 ー 45

ー 12
ー 33

Ｃ財務活動キャッシュフロー
短期借入金の増加 ＋ 1,405
長期借入金の増加 ＋ 83
合計 ＋ 1,488
（設問２）
営業・投資・財務ＣＦの３つの視点から解答する。
（設問１）の計算結果に基づいて、Ｄ社のキャ 結論：ＣＦは減少している。
ッシュフローの状況を１００字以内で説明せよ。原因：売上債権の増加を短期借入金で補えていない。
第３問（配点２０点）
Ｄ社で取り扱っている５種類の商品の採算性
について、以下の設問に答えよ。
（設問１）
表３の資料から商品の採算性を検討するとし
たら、どのように分析すべきか、６０字以内で
（ａ）欄に説明せよ。また、その分析結果につい
て４０字以内で（ｂ）欄に説明せよ。

第１問、第２問を踏まえて、プロダクトミックスの視点から、
ＣＦの悪化と採算性の問題点を解決していく。
プロダクトミックス
→複数の商品を販売する企業において、限界利益や限界利益
率を考慮し、全体最適化を果たす商品組み合わせを検討するた
めの考え方。
→限界利益率が高く、固定費の少ない商品の組み合わせの構
築が望ましい。
キーワード
→売上高構成比、限界利益率、貢献利益

戦略的見直し：２つの視点（外部環境、内部環境）
（設問２）
→（外部環境）経営戦略との整合性
これら５種類の商品構成を戦略的に見直して
行くには、どのような視点やデータに基づいて
→（内部環境）経営の内部体質強化
検討していくべきか、１００字以内で説明せよ。データ：設問１との整合性を考える。
→売上高構成比、限界利益率、貢献利益
５つの商品構成を具体的にどう見直していくかのアドバイスを
行う。
第４問（配点１０点）
第１問、第２問で導いたＤ社の経営課題を解決できる手段を検
Ｄ社では、現在利用しているコンピュータシ 討する。
ステムを見直し、経営管理を総合的に行えるよ ＥＲＰ
うにしたいと考えている。コンピュータシステ
→企業の経営資源をフルに計画・管理して経営の効率化をは
ムの開発コストの負担が大きくならないように かる手法。
しながら、それを再構築するためにはどのよう ＥＲＰを導入する際の留意点
な方法が考えられるか、４０字以内で（ａ）欄
→各種経営データが、タイムリーにモニタリングできること、
に説明せよ。また、Ｄ社における再構築上の留 及び経営や情報化の成熟度に応じたシステム構築となるように
意点について、
６０字以内で（ｂ）欄に説明せよ。留意する。
ｂの解答は、白書より導き出したもの。
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