
ビジネス能力検定 ジョブパス

（説明時間　10：20 〜 10：30）
（試験時間　10：30 〜 11：30）

文部科学省後援　平成 29 年度後期

・試験問題は試験監督者の指示があるまで開かないでください。
・解答用紙（マークシート）への必要事項の記入は、試験監督者
  の指示があるまで行わないでください。

・机の上には、受験票および筆記用具以外は置かないでください。電卓、辞書、参考書
等の使用はできません。

・この試験問題は 18 ページあります。試験監督者の指示と同時にページ数を確認してく
ださい。乱丁等がある場合は、手をあげて試験監督者に合図してください。

・試験監督者の指示と同時に、解答用紙（マークシート）に、受験者氏名・受験番号
（下 11 桁）を記入し、受験番号下欄の数字をぬりつぶしてください。正しく記入され
ていない場合は、採点されませんので十分注意してください。

・試験問題は、すべてマークシート方式です。正解と思われるものを１つ選び、解答欄
の　　を HB の黒鉛筆でぬりつぶしてください。ボールペン等、鉛筆以外を使用した場
合は採点されません。また、２つ以上ぬりつぶすと、不正解になります。

・試験問題についての質問には、一切答えられません。

・試験中の筆記用具の貸し借りは一切禁止します。

・試験を開始してから 30 分以内および試験終了５分前以降の退場はできません。30 分経過
後退場する場合は、もう一度、受験者氏名・受験番号・マークが記入されているか確認
し、試験監督者の指示に従って退場してください。（再入場不可）試験問題は持ち帰っ
てください。

・合否の発表は平成 30 年 1 月下旬の予定です。合格者へは合格証を同封します。

　①団体受験の方は、団体経由で合否を通知します。

　②個人受験の方は、受験票に記載された住所に郵送で合否を通知します。

　③合否結果についての電話・手紙等でのお問い合わせには、一切応じられません。

＜実施　平成 29 年 12 月 3 日（日）＞

一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団
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問題１．次の に入れるべき適切な字句を選択肢から選べ。

（1）ある製品やサービスが、その市場全体の売上高や供給量などで見た際に、どの程度の
割合を占めているかを示す比率のことを という。

【選択肢】
ア．マーケティング　　イ．マーケットシェア　　ウ．セールスプロモーション

（2）情報検索サイトの検索結果において、自社のホームページをより上位に表示させるこ
とで閲覧者を増やし、売上高や認知度の向上をねらう手法を という。

【選択肢】
ア．SEO　　イ．POS　　ウ．SNS

（3）企業が従業員に対して、仕事の量や職場の人間関係などからくる心身への負荷の状態
について質問し、その結果を集計、分析して、どのような状態にあるかを調べる検査の
ことを という。

【選択肢】
ア．パワーハラスメント　　イ．ロールプレイング　　ウ．ストレスチェック

（4）各国がモノやサービスの輸出入を自由にできるように国際ルールを定め、加盟国間の
貿易交渉の場を提供したり、貿易に関する国際紛争を解決したりする国際機関を

という。

【選択肢】
ア．BRICS　　イ．EU　　ウ．WTO

（5）国内の居住者が生産した財・サービスの金額を集計したもので、国の経済の規模を表
す指標となるものを という。

【選択肢】
ア．国内総生産　　イ．仮想通貨　　ウ．国債
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問題 2．次の各問に答えよ。

（1）仕事の基本となる意識に関する記述の正誤の組み合わせとして、適切なものを選択肢
から選べ。

ａ．顧客意識とは、お客さまが求めるものを理解し、お客さまを第一に考えて行動す
ることである。

ｂ．品質意識とは、自分の仕事に求められているものを理解し、それを確実に満たし、
さらにそれ以上のものへと仕事の質を高めていくことである。

ｃ．改善意識とは、仕事の効率を考えて手順などを変えずに維持し続け、指示があれ
ば変更を検討することである。

【選択肢】
ａ ｂ ｃ

ア． 正 正 誤
イ． 正 誤 誤
ウ． 誤 正 正

（2）ビジネスマナーの基本について、適切なものを選択肢から選べ。
【選択肢】
ア．どのような場面でも求められるビジネスマナーは同じであり、相手によって対応
が変わらないように、画一的に行動することが必要である。

イ．ビジネスマナーで最も重要なのは親しみやすさであり、初対面のお客さまであっ
ても常に相手がリラックスするよう心がけ、友人のように会話するとよい。

ウ．ビジネスマナーは仕事上で良い人間関係を築くために必要なものであり、相手に
敬意をはらうことや、迷惑をかけないことなど、相手への思いやりが大切である。

（3）仕事の指示を受ける際のポイントに関する記述の正誤の組み合わせとして、適切なも
のを選択肢から選べ。

ａ．上司から仕事の指示を受ける時は仕事の手を止めて上司の指示に集中し、その場
で「何を」「いつまでに」などや、社名、人名、品名、数量などの要点をメモする。

ｂ．指示を受けながらその目的や理由を考え、不明な点があれば相手が話している途
中であっても、忘れないうちにすぐに質問して疑問を解消する。

ｃ．指示を聞き終わったら「はい、Ａ社向けにＢ製品の見積書を明日の午前中までに
作成します。」などと指示内容を復唱し、指示を正しく理解できたことを伝える。

【選択肢】
ａ ｂ ｃ

ア． 正 正 誤
イ． 正 誤 正
ウ． 誤 正 正
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（4）仕事をする上で必要となる情報セキュリティの留意点について、適切なものを選択肢
から選べ。

【選択肢】
ア．会社の情報を誤って別の人に送信して情報が漏えいすることのないよう、電子メー
ルの送信前には必ずあて先のメールアドレスが正しいかどうかを確認する。

イ．パソコンやネットワークを利用する際に、必要なパスワードを忘れてしまうと仕
事が進まないため、パスワードを書いたメモをパソコンの画面に貼り付ける。

ウ．知らない相手からの電子メールであっても、お客さまからの問い合わせである可
能性があるため、添付されたファイルは必ず開封して内容を確認する。

（5）ビジネス文書の役割と書き方について、適切なものを選択肢から選べ。
【選択肢】
ア．ビジネス文書には情報の正確な伝達と共有という役割があり、読みやすさは気に
せず、詳細な情報を漏らさずに書き込むことが重要である。

イ．ビジネス文書の内容には数字を使うことは避けて、できるだけ感情豊かな表現を
使うことを心がける。

ウ．ビジネス文書は、あいさつ状など礼儀を重んじた社外文書を除くと、Ａ４判のサ
イズに横書きで書くといった基本の形式に従って作成することが求められる。
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問題 3．次の用語の説明として適切なものを選択肢から選べ。

（1）フレックスタイム制
【選択肢】
ア．就職前の学生が、企業で一定期間の就業体験をすることで、その職業への適性を
みることができる制度のこと。

イ．企業が一定期間内の総労働時間を定めておき、従業員自身が始業、終業の時刻を
決定できる制度のこと。

ウ．一定の期間勤続した従業員が心身の疲れをいやし、ゆとりのある生活をするため
に、賃金が減額されない休暇が与えられる制度のこと。

（2）デフレ経済
【選択肢】
ア．モノやサービスなどの価格が持続的に下落し、それによって企業業績や給与など
が抑えられることで、経済が収縮する現象のこと。

イ．モノやサービスなどの価格が持続的に上昇し、それによって企業業績や給与など
が伸びることで、経済が拡大する現象のこと。

ウ．投資が集中して、株式や不動産の価格が実際の価値以上に上昇する経済の現象の
こと。

（3）燃料電池
【選択肢】
ア．太陽光や風力などの自然の力でつくられた、繰り返し利用することができるエネ
ルギーのこと。

イ．発電時に温室効果ガスや大気汚染物質の排出がほとんどない、水素と酸素の化学
反応により発生した電気を取り出すことができる発電装置のこと。

ウ．石油や石炭に比べて燃焼時の二酸化炭素の排出量が少ない、メタンと水が結晶化
した氷状物質のこと。

（4）サイバー攻撃
【選択肢】
ア．他人が写っている写真を、無断でインターネット上に公開したり、他人を批判し
たりする内容をブログなどに書き込むこと。

イ．災害や事故が発生した際に、根拠のないうわさや不適切な報道などによって、本
来は無関係な人々や企業が損害を受けてしまうこと。

ウ．コンピュータネットワーク上で、個人情報を盗んだりデータを破壊したりするこ
となどを目的として仕掛けられる、悪意のある行動のこと。

（5）アウトソーシング
【選択肢】
ア．インターネットを経由して、空いている部屋や駐車場、車などを、必要としてい
る人に貸し出して、使用料を得るビジネスのこと。

イ．外食企業などを本部として、独立店舗が加盟店になり、本部のノウハウやブラン
ド力を利用したり、経営指導を受けたりすること。

ウ．自社に不足する技術や知識の活用、コスト削減を目指して、特定の業務を外部に
委託すること。

4



5

問題 4．次の各問に答えよ。

（1）職場や訪問先でのあいさつやことばづかいについて、適切なものを選択肢から選べ。
【選択肢】
ア．上司が取引先を訪問して会社に戻ってきたので、「ご苦労さまです。」とあいさつ
した。

イ．書類を抱えて会議室に入る際に、その場に居合わせた先輩がドアを開けてくれた
ので、「どうも。」とお礼の言葉をかけた。

ウ．取引先の企業を訪問した際に、自分の会社名と氏名を名乗り、「恐れ入ります。支
店長の佐々木さまはご在席でしょうか。」とたずねた。

（2）お客さまとの会話での敬語の使い方 a ～ｃについて、正誤の組み合わせとして、適切
なものを選択肢から選べ。

　　お客さま：「鈴木部長はいらっしゃいますか。」
ａ．自分：「鈴木はあいにく席をはずしております。」
　　お客さま：「鈴木部長はいつごろお戻りになりますか。」
ｂ．自分：「予定ではあと 30 分ほどでお戻りになります。」
　　お客さま：「承知しました。それでは出直して参ります。」
ｃ．自分：「恐れ入ります。鈴木部長にお伝えします。」

【選択肢】
ａ ｂ ｃ

ア． 正 誤 誤
イ． 誤 正 正
ウ． 誤 誤 正

（3）社用車に上司と自分が同乗してお客さま１名をお送りする際の席次について、適切な
ものを選択肢から選べ。

【選択肢】
ア．お客さま：②　上司：③　自分：①
イ．お客さま：③　上司：②　自分：①
ウ．お客さま：③　上司：①　自分：②

5
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（4）社内文書のａ～ｃに入る文言の組み合わせについて、適切なものを選択肢から選べ。

【選択肢】
ａ ｂ ｃ

ア． 業務報告書　Ａ社価格対応の件 要旨 結論
イ． 提案書　競合Ｐ社の商品Ｑへの対応 結論 対応策
ウ． 業務報告書　Ａ社訪問の件 要旨 検討事項

（5）電話を受ける手順について、適切なものを選択肢から選べ。

①	 呼び出し音が鳴ったらすぐに出る。
②　「ありがとうございます。商品のご注文ですね。」と用件を聞く。
③　「いつもお世話になっております。」とあいさつする。
④　「××商事の山田さまでいらっしゃいますね。」と相手を確認する。
⑤　「商品Ａを 100 台、○○日に、御社のＢ支店に配送ですね。承知いたしました。」
と要点を復唱する。

⑥　「はい、△△製作所でございます。」と会社名を名乗る。
⑦　「お電話ありがとうございました。田中が承りました。失礼いたします。」とあい
さつし、相手が電話を切ったことを確認してから受話器を置く。

【選択肢】
ア．	①→③→⑥→②→④→⑤→⑦
イ．	①→⑥→④→③→②→⑤→⑦
ウ．	①→④→③→②→⑤→⑥→⑦

6

○年○月○日

営業部

部長 佐々木様

営業部 山田

  ａ  

１．  ｂ  

 Ａ社より商品Ｘの販売価格について、競合Ｐ社の商品Ｑに負けない提案を求

められたので、対応策を検討した。

２．経緯

 展示会で商品Ｘに興味を持たれたＡ社技術部Ｂ主任と、○月○日にＡ社にて

面会した。

 Ｂ主任は、商品Ｘの性能には満足しているが、価格が競合Ｐ社の商品Ｑより

高価であるため、Ｐ社より魅力的な提案が欲しいとのことであった。

３．  ｃ  

 （１）価格は社内規定どおりとする。  

    ただし、発注数量が○個以上であれば、商品Ｑと同等の価格となるよ

う値引きできることを説明する。

 （２）商品Ｘの性能と使い勝手の良さをアピールし、価格差以上の価値があ

ることを理解していただく。
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問題 5．次の新聞記事を読んで各問に答えよ。
（日本経済新聞　2017.1.9）

7

原文は、著作権の問題上、掲載できません
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（1）日本のロケット事業の動向について、適切なものを選択肢から選べ。
【選択肢】　
ア．大型主力ロケットから、小型ロケット、ミニロケットまで、商業ベースに乗せた
ロケットのラインアップが 2017 年中に揃う。

イ．2017 年には小型ロケットやミニロケットの打ち上げが予定されており、その中に
は民間企業が単独開発したものも含まれている。	

ウ．ラインアップが充実しつつある小型ロケットの開発成功が、宇宙ビジネスを商業
ベースに乗せて拡大するための試金石となる。

（2）イプシロンの特徴や取り組みについて、適切なものを選択肢から選べ。
【選択肢】　
ア．イプシロンは、ＪＡＸＡが民間企業と開発した固体燃料方式の小型ロケットで、
2016 年 12 月に２号機の打ち上げに成功している。

イ．３号機は「ポスト・ブースト・ステージ」という固体燃料を使ったエンジンが追
加され、搭載した人工衛星をより正確な軌道へ投入することが可能になった。

ウ．地球観測衛星を搭載した３号機の打ち上げが成功すると、政府は今後、同機を 10
年間で 10 機打ち上げる計画がある。	

（3）次の に入れるべき字句の組み合わせとして、適切なものを選択肢から選べ。

2017 年には２つのミニロケットの打ち上げが計画されている。「ＳＳ－５２０」は衛星
搭載型として世界最小である。従来は観測用ロケットであったが、 a により衛星
を搭載しやすくした。「ＭＯＭＯ」は b により打ち上げ費用を安く抑えたことが特
徴である。「ＳＳ－５２０」の打ち上げ費用が c であるのに対し、「ＭＯＭＯ」の
それはわずか数千万円である。

【選択肢】　
a b c

ア． 電子部品の軽量化 安価な部品の使用 ３億円強
イ． ベンチャー企業の技術 安価な部品の使用 １億円程度
ウ． 電子部品の軽量化 安価な燃料の使用 ３億円強

（4）国産大型ロケットの取り組みについて、適切なものを選択肢から選べ。
【選択肢】　
ア．現在の大型ロケットの主力「Ｈ２Ａ」「Ｈ２Ｂ」は、2001 年から合わせて 31 回の
打ち上げ実績があり、「Ｈ３」はそれらの後継として開発が進められている。

イ．国際競争力を高めるためには、高い信頼性と安いコストの両立が必要であり、そ
のために、イプシロンとの部品や製造の共通化を進めている。

ウ．「Ｈ２Ａ」「Ｈ２Ｂ」「Ｈ３」と開発を重ねるたびに全長が長くなっているが、打ち
上げ費用はそのたびに削減されてきた。	

8
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問題を読みやすくするために、この

ページは空白にしてあります。
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（5）次の に入れるべき字句の組み合わせとして、適切なものを選択肢から選べ。

米国では、様々な種類のロケットが揃っているが、すでにＮＡＳＡは衛星打ち上げ用ロ
ケット開発から手を引き、民間企業が引き継いでいる。日本では、ＪＡＸＡと民間企業が
共同でロケット開発を行い、大型ロケットにおいては a が、小型ロケットにおい
ては b が参画している。しかし民間企業が単独開発したロケットの打ち上げ成功
例は日本ではまだなく、その最初の成功例となるかどうか c の打ち上げが注目さ
れている。

【選択肢】　
a b c

ア． ＩＨＩ子会社 キヤノン ＭＯＭＯ
イ． キヤノン 三菱重工業 ＳＳ－５２０
ウ． 三菱重工業 ＩＨＩ子会社 ＭＯＭＯ

10
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問題 6．次のケースを読んで各問に答えよ。

平井美紀は、ラーメンやうどんなどの麺類の冷凍食品を製造・販売するアジシンに入社
して５カ月となる新入社員である。現在は関東支店の総務チームに所属しており、上司の
佐野課長のもと、先輩社員の菅野から業務の指導を受けながら、支店の車両や社員寮の管理、
支店に来訪されるお客さまの受付応対などの業務を行っている。
ある朝、平井が昨日菅野から頼まれていた顧客情報のパソコンへの入力作業をしている
と、お客さまが支店の受付に来訪した。
平井「いらっしゃいませ。ご来社いただきましてありがとうございます。本日はどのよ

うなご用件でしょうか。」
お客さま「製品開発チームの山下主任にお会いしたいのですが。」
平井「面会のお約束はございますか？」
お客さま「いいえ、約束はしていません。ですが、昨晩電話で山下主任と話した件で相

談したいことがあり、急ぎで打ち合わせをしたいと思い伺いました。午前中
の対応が必要なのですぐにお会いしたいのですが、山下主任に取り次いでい
ただけないでしょうか？」

平井「そうですか、かしこまりました。少々お待ちください。」
平井は山下主任に内線電話で連絡を入れたが、電話に出たのは山下主任の部下の岡崎で
あった。
平井「山下主任あてにお客さまがお見えですが、いらっしゃいませんか？」
岡崎「山下主任は、総務と同じフロアの第２会議室で打ち合わせ中です。お客さまはど

なたですか？」
平井は一旦電話を保留にして、お客さまの名前を確認した。
平井「元気食品の白石さまです。」
岡崎「白石さんでしたか。山下主任は打ち合わせが終わるまで、あと 1時間程度はかか

ると思います。」

（1）元気食品の白石さまからの面会の申し込みに対して、平井が取るべき応対として、もっ
とも適切なものを選択肢から選べ。

【選択肢】
ア．平井が第２会議室まで行き、「元気食品の白石さまが来訪されて、急ぎで打ち合わ
せを希望している」という内容のメモを手渡し、指示を待つ。

イ．約束をしていないお客さまなので、山下主任が戻るまで１時間程度かかりそうな
ことを伝えて面会をお断りし、のちほど電話をしてもらうようにお願いする。

ウ．山下主任が戻るまで 1時間程度かかることを伝えて、打ち合わせが終わるまで受
付で待ってもらうよう白石さまにお願いする。

お客さまの応対を終えて席に戻ると、平井は菅野とともに佐野課長から呼ばれた。
佐野課長「最近、関東支店の商品の配送量が増えてきたので、今使っている小型トラッ

ク 1 台を関西支店の大型トラックと入れ替えて、新車の小型トラックも１台
増やします。また、古い小型トラック 1 台が廃車の時期になっているので、
代わりに東北支店から 1 台もってくることにしました。ただ、当支店の駐車
場のスペースが限られているので、車両の入れ替えスケジュールをきちんと
管理する必要があります。平井さん、車両入れ替えのスケジュールを確認し
た上で、トラックの駐車場の新たな配置案を作成してもらえますか。菅野さ
んには平井さんのフォローをお願いします。」
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平井は早速、菅野に相談しながらトラックの配置案を作成することにした。
平井「当支店の駐車スペースは５台分ですが、実際に使っているトラックは４台です。

ですので、1台増えても駐車スペースは足りますね。」
菅野「そうですね。まずは各車両の移動のスケジュールを書き出して駐車スペースを割

り振っていきましょう。混乱しないように、空いたスペースが２つ以上ある場合、
若い番号から駐車スペースを割り振っていくというルールにするといいですね。
例えば②と③が空いている場合は、②を先にうめていくようにします。ただ、小
型トラックならどのスペースでも問題ないのですが、大型トラックは①と②にし
か駐車できないことに注意してください。」

（2）新車の小型トラックＧの駐車スペースは何番になるか、適切なものを選択肢から選べ。
【選択肢】
ア．①
イ．②
ウ．④

12

 

駐車スペース（現状） トラック移動スケジュール 

① 
日付

 
メ モ 

② 

9月1日  小型トラック A が廃車となるため午後に引き取られ 
る。  

③ 

9月3日  午前中に小型トラックCを関西支店の大型トラックE  
と入れ替えのため、関西支店へ移送する。 

④ 

9月3日  午後に東北支店からもらう小型トラック F が関東支 
店に届く。 

⑤ 

9月4日  午前中に新車の小型トラック G が届く。 

9月4日  午後に関西支店との入れ替えの大型トラック Eが 
関東支店に届く。 

小型ﾄﾗｯｸＡ 

小型ﾄﾗｯｸＢ 

小型ﾄﾗｯｸＣ 

小型ﾄﾗｯｸＤ 



13

昼休みが終わって平井が席に戻ると内線電話が鳴った。相手は製品開発チームの山下主
任だった。

山下主任「午前中は来客応対ありがとう。早速ですが、今使っている社員寮の部屋の空
調の調子が悪くて困っています。先日、社員寮を管理している不動産業者に
直接修理の依頼をしたのですが、工事業者が忙しいと言うばかりでいつ修理
に来てくれるのかきちんとした返事がありません。総務から問い合わせして
もらえませんか？」

（3）山下主任からの依頼に対して平井の取るべき対応として、もっとも適切なものを選択
肢から選べ。

【選択肢】
ア．総務チームが不動産業者に直接電話をして工事業者の状況を確認し、修理の日程
がいつになるか明確に回答をもらうようにする。

イ．山下主任に対し、総務チームでは工事業者の状況を把握できないことを説明し、
連絡があるまで待つように依頼する。

ウ．総務チームは車両の入れ替えがあり、忙しい時期であることを説明し、業務に余
裕ができたら対応することを約束する。

山下主任からの依頼への対応を終えて、平井が再び顧客情報の入力作業を進めていると、
経理チームの鈴木が平井の席までやってきた。
鈴木「さきほど車両整備会社から、1週間後に入金予定の今月分の「入金連絡書」がま

だきていないと連絡が入りました。平井さんから回ってきている「代金支払い依
頼一覧表」に車両整備会社が入っていなかったのですが確認してもらえますか。」

平井「えっ、本当ですか。すぐに調べてみます。」
アジシンでは、取引先に対する支払いをする場合、総務や購買などの各チームの担当者が、
受領した請求書をもとに取引先名や支払代金、支払日などを記入した「代金支払い依頼一
覧表」を作成し上司の承認を得た上で、支払日の 20 日前までに経理チームに提出するルー
ルになっている。また、経理チームは各チームから提出された「代金支払い依頼一覧表」
をもとに、支払日の 10 日前までに取引先に「入金連絡書」を送って確認してもらうことで、
支払漏れや誤りが無いようにチェックしている。平井は、総務チームの「代金支払い依頼
一覧表」の作成作業を任されていたが、あらためて確認してみると、佐野課長に提出して
いた「代金支払い依頼一覧表」には車両整備会社への支払いが抜けており、同社からの請
求書は机の引き出しに入ったままになっていた。
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（4）車両整備会社に対する支払いについて、平井の取るべき対応として、もっとも適切な
ものを選択肢から選べ。

【選択肢】
ア．すぐに車両整備会社へ連絡をして入金連絡書が届いていないことをおわびし、自
分の判断で期日までには支払いをすると伝える。

イ．佐野課長に対し、代金支払い一覧表に記載していなかったことを報告して、これ
からどのように対処すれば良いかを相談のうえ対応策を実行する。

ウ．支払いの担当部署は経理チームなので、経理チームに車両整備会社へのおわびと
支払い日の調整をしてもらうよう依頼する。

平井が対応を済ませて席に戻ったところ、終業時間のチャイムが鳴った。
菅野「平井さん、頼んでいた顧客データの入力の進み具合はどうですか。」
平井「今日は予定外の業務もあったので、まだ全体で 200 件ほどあるうちの４割くらい

しか終わっていないのですが、いつまでに終わらせればよろしいでしょうか。」
	

（5）平井の今日一日の行動を振り返り、今後改善すべき対応として、もっとも適切なもの
を選択肢から選べ。

【選択肢】
ア．白石さまの受付応対で名前を聞き忘れたのは、業務をルール化できていなかった
ためなので、応対の際には名刺を必ずもらうようにルールを決めて、それ以外の
応対はしないようにする。

イ．人が作業をする限り書類などの提出忘れは、どうしても発生してしまうものなので、
承認者である佐野課長に対し、締め切り日に忘れているものがないかどうかを確
認してもらうようにあらかじめ依頼しておく。

ウ．約束のないお客さまの来訪や、トラックの配置案作成のように予定外の仕事が入
ることがあるので、仕事の量と優先順位を考えながらスケジュールを立て、顧客
情報入力の進捗状況や完成予定をあらかじめ菅野へ報告しておく。

14



15

問題 7.  レストランＡは、古くなった店内を改装すると共に、客席数を増やし、売上高アッ
プを図るべくサービス毎に計画を立案、売上目標などを設定し、店舗をリニューアル・
オープンした。

　　　　＜資料 1 ＞は、サービス別（ディナー、ランチ、ケーキ）の１日平均の売上高と
客単価を、改装前・改装計画・改装後で比較したものである。＜資料 2 ＞は、改装前・
改装後の世代別売上高の構成比である。これらの資料を見て各問に答えよ。

15

＜資料 1＞ サービス別の 1 日平均の売上高と客単価 

＜資料 2＞ 世代別売上高の構成比（改装前・改装後） 
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（1）＜資料 1 ＞に関する改装前と改装後の比較の記述について、正誤の組み合わせとして、
適切なものを選択肢から選べ。

ａ．ケーキの売上高は、改装後に増加した。
ｂ．ディナーの客単価は、改装後に上昇した。
ｃ．ランチの客数は、改装後に増加した。

【選択肢】
ａ ｂ ｃ

ア． 誤 正 誤
イ． 誤 正 正
ウ． 正 誤 誤

（2）＜資料 1 ＞から読み取れる改装後の状況について、 に入れるべき語句の組
み合わせとして、適切なものを選択肢から選べ。

・売上高が改装計画に最も到達しているサービスは、 a である。
・客単価が改装計画に最も到達していないサービスは、 b である。
・客数が改装計画に最も到達していないサービスは、 ｃ である。

【選択肢】
a b c

ア． ケーキ ランチ ディナー
イ． ケーキ ディナー ランチ
ウ． ディナー ランチ ケーキ

（3）＜資料 2 ＞に関する改装前と改装後の比較の記述について、文中の下線部の中から適
切な箇所を選択肢から選べ。

すべてのサービスにおいて、56 歳以上の世代の売上高の構成比は改装前から増加し、35
歳以下の世代の売上高の構成比は改装後に減少している。また、売上高の構成比の差を比
べると最も小さいのは、36 ～ 55 歳の世代のケーキである。

【選択肢】
ア．56 歳以上
イ．35 歳以下	
ウ．36 ～ 55 歳
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問題を読みやすくするために、この

ページは空白にしてあります。
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（4）＜資料 1 ＞と＜資料 2 ＞から読み取れる傾向として、もっとも適切なものを選択肢か
ら選べ。

【選択肢】
ア．ディナーの世代別売上高の構成比をみると、改装後は 56 歳以上の世代の構成比が
18 ポイント減少し、この世代のディナーの 1日平均の売上高は 10 万円となった。

イ．ランチの世代別売上高の構成比をみると、改装後は 36 ～ 55 歳の世代の構成比が 5
ポイント減少し、この世代のランチの 1日平均の売上高は 15 万円となった。

ウ．ケーキの世代別売上高の構成比をみると、改装後は 35 歳以下の世代の構成比が 10
ポイント増加し、この世代のケーキの 1日平均の売上高は 5万円となった。

（5）＜資料 1 ＞と＜資料 2 ＞から推察し、今後重点的に取り組むべき課題についての説明
として、もっとも適切なものを選択肢から選べ。

【選択肢】
ア．ディナーの改装後の売上高は、改装前より増加したものの、56 歳以上の世代の売
上高構成比が減少したことで客単価が下がったことが、改装計画未達の要因であ
るため、飲料を充実させて客単価を上げることを検討する。

イ．ランチの売上高は改装後の客単価の低下により、改装計画未達となっているため、
客単価がもっとも高い 36 ～ 55 歳の世代の売上高構成比をさらに増やすように、
この世代に向けたランチのメニューの充実を検討する。

ウ．ケーキは改装前と売上高は変わらず、改装計画も達成しているが、店舗全体の売
上高が計画未達のため、ランチやディナーに来店されたお客さまのうち、特に 35
歳以下の世代にケーキをテイクアウトしてもらうように、販売促進策を検討する。
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