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（説明時間　12：50 〜 13：00）
（試験時間　13：00 〜 14：30）

文部科学省後援　平成 30 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 23 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 31 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 30 年 12 月 2 日（日）＞

一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団

ビジネス能力検定 ジョブパス
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問題 1．次のビジネスと社会の動向に関する問に答えよ。

（1）グリーン購入に関する記述について、適切なものを選択肢から選べ。
【選択肢】

ア．環境保護に配慮して過剰に包装されていない商品や、社会貢献に配慮して産地が
被災地の農作物、水産物を選んで購入すること。

イ．企業が環境負荷の少ない自動車や OA 機器、文房具などの商品開発を促進するよ
うに、国や企業、消費者が環境に配慮した商品を選んで購入すること。

ウ．環境資源の消費を抑制するために、二酸化炭素排出の元となるガソリンや電気、
ガスなどに課税をして、二酸化炭素排出量に応じた負担を求める政策のこと。

（2）次の高齢社会に関する記述について 、下記の 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。

日本では、2025 年に団塊の世代が ① 高齢者（75 歳以上）となり、高齢化が進む
と考えられている。高齢社会では労働人口の減少やそれに伴った国際社会での競争力の低
下、 ② の財源問題やそれを支える若者の負担増などさまざまな問題がある。その
対策のひとつとして高年齢者 ③ では、企業には 2025 年までに、労働意欲のある働
くことを希望する全従業員を ④ 歳まで雇用することが求められている。

【選択肢】
① ② ③ ④

ア． 後期 可処分所得 職業安定法 65
イ． 前期 可処分所得 雇用安定法 70
ウ． 前期 社会保障費 職業安定法 70
エ． 後期 社会保障費 雇用安定法 65
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（3）2012 年および 2015 年に施行された労働者派遣法改正法に関する記述について、正誤
の組み合わせとして、適切なものを選択肢から選べ。

①　すべての労働者派遣事業は許可制になり、新たに無許可の事業主からの労働者の
受け入れが禁止になった。

②　違法派遣と知りながら労働者を受け入れている場合、その労働者に派遣先が直接
雇用を申し込んだものと見なされる制度が設けられた。

③　派遣先が派遣会社へ支払う料金のうち、派遣会社が適正なマージンを確保できる
よう、派遣会社を保護する内容が新たに設けられた。

【選択肢】
① ② ③

ア． 正 誤 誤
イ． 正 正 誤
ウ． 誤 正 正

（4）ブロックチェーンに関する記述について、適切なものを選択肢から選べ。
【選択肢】

ア．コンピュータが自ら学習することで、音声や画像の認識、自動運転や投資のアド
バイスなど、今まで人間が担っていた知的な作業を行う技術のこと。

イ．市場やマーケティング情報など、さまざまな分野で生成される大容量のデータを
新たな市場の創出に活用する技術のこと。

ウ．仮想通貨にも活用されている技術で、暗号化した取引情報を一元管理せずに分散
して保存することで、改ざんやデータ消失を防ぐ仕組みのこと。

エ．スマートフォンを利用した決済や銀行口座の入出金、クレジットカードでの支払
い情報など、家計管理や資産運用に IT を活用した金融サービスのこと。

（5）次のレッドリストに関する記述について、下線部の語句のうち適切なものを選択肢か
ら選べ。

レッドリストとは、ユネスコ（IUCN）が世界の中で絶滅が危惧されている野生生物をリ
ストアップして発表しているリストのことである。日本では環境省、NGO などが国内版を
作成しており、IUCN の評価基準にもとづいて作成されている。2014 年には生活に関係す
る生物でクロマグロとアナゴが掲載され、テレビや新聞でも報道された。

【選択肢】
ア．ユネスコ
イ．環境省
ウ．クロマグロとアナゴ
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問題 2．次のビジネスの関連事項に関する問に答えよ。

（1）次のコンプライアンスに関わる事例について、正誤の組み合わせとして、適切なもの
を選択肢から選べ。

①　Ｘ社で技術部門にいたＡさんは、退職したのち同じ業界のＹ社に入社したが、Ｙ
社では技術部門ではなく営業部門に勤務したので、Ｘ社時代に社内で入手した技
術資料を営業に活用することは守秘義務に違反しない。

②　Ｂさんは、部下のＣさんがお客さまに迷惑をかけたので、お客さまの前で叱責し、
翌日からＣさんが挨拶しても無視し、会話もしなくなったが、Ｂさんの言動はパ
ワーハラスメントにあたる。

③　お客さまから緊急で注文を受けたＺ社は、製品の強度がお客さまの要望に不足し
ていたが、わずかなものだったため、納期を優先して製品を出荷したことはコン
プライアンス違反となる。

【選択肢】
① ② ③

ア． 正 誤 正
イ． 誤 正 正
ウ． 誤 正 誤

（2）お客さまへの商品説明と提案場面での質問技術の記述の組み合わせとして、適切なも
のを選択肢から選べ。

①　二者択一の質問をしたあとに、その理由を聞くために、「必要ないと思われた一番
の理由はどのようなことでしょうか？」と質問をした。

②　面談の冒頭でお客さまのニーズを聞くため、「お客さまがこれからなさりたいこと
はどのようなことでしょうか？」と質問をした。

③　お客さまがあまり話さないため、「こちらの商品をお使いになれば、お客さまのご
心配は解決できますよね？」と質問をした。

④　陳列棚の前で商品の品定めに迷っているお客さまに、「お客さまは、Ｚ社の商品を
お使いになったことがありますか？ ありませんか？」と質問をした。

【選択肢】
① ② ③ ④

ア． 追跡質問 多義質問 誘導質問 二者択一質問
イ． ５Ｗ２Ｈ質問 多義質問 誘導質問 追跡質問
ウ． ５Ｗ２Ｈ質問 誘導質問 多義質問 追跡質問
エ． 追跡質問 誘導質問 多義質問 二者択一質問
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（3）社内での会議に参加する姿勢に関する記述について、適切なものを選択肢から選べ。
【選択肢】

ア．営業会議に初めて参加したが、上司や先輩社員の発表や討論を聞き、今後の営業
活動に使える話が多くて満足できたため、自分の意見があったが先輩に遠慮して
発言しなかった。

イ．上司から議事録を作成するために会議に参加するように指示を受けたが、自分の
業務に直接関係する会議ではなく指示もなかったので、事前に配付された資料を
読まずに参加した。

ウ．社内の重要な商品企画会議に参加するにあたり、同じ部署の同僚に、「会議中は電
話には出られないので、取引先やお客さまから急ぎの問い合わせがあった場合は
代わりに対応してほしい」と事前に頼んでおいた。

（4）顧客満足度を高めるための情報の収集方法および活用方法について、正誤の組み合わ
せとして、適切なものを選択肢から選べ。

①　提供するサービスに対するクレームが発生した際のお客さまの苦情や厳しい意見、
問い合わせ内容などを記録して自分の部署内限定で管理した。

②　新商品の開発にあたり消費者のトレンドを把握する必要があったので、SNS の情
報を参考にした。

③　商品群の見直しをするにあたり、自社の POS データだけでなく、全国のスーパー
マーケットなどの販売情報も有料で購入し検討に活用した 。

④　販売員の負担がたとえ増えたとしても、ショールームでの接客の改善が必要であ
ると判断し、その日の接客の良かった点や悪かった点について、すべて販売日報
に記録して店長に提出する、というルールを導入した。

【選択肢】
① ② ③ ④

ア． 正 誤 誤 正
イ． 誤 誤 正 誤
ウ． 誤 正 正 正
エ． 正 正 誤 誤
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（5）あるリフォーム店のクレーム対応についての社内体制が下図のような場合、クレーム
対応に関する記述について、適切なものを選択肢から選べ。

【選択肢】
ア．お客さまが非常にお怒りのため早急に対策方法を連絡したいが、④の対策案も決

まっていない段階では正確な情報が伝えられないため、まずはお客さまへお詫び
をして、お時間をいただきたいと伝えた。

イ．お客さまが対応を非常に急いでいたので、会社側の都合よりもお客さまを優先す
るため、⑤の対応許可がでる前に、④の対策案を技術部から聞き、メンテナンス
部に対応をしてもらった。

ウ．担当者が⑦のクレーム対応終了後に、反省事項などを記録にまとめて技術部、品
質管理部に直接報告し、さらに、今後同様のクレームが生じないように全社で取
り組むため、技術部、品質管理部に再発防止策の策定を依頼した。

④対策案協議

部術技部本業営

部理管質品③クレーム発生の報告

②クレーム発生の報告

⑨クレーム対応終了の報告 ⑤対応許可・指示

部スンナテンメ司上

⑧クレーム対応終了の報告 ⑥対応指示

①クレーム発生

者当担まさ客お

⑦クレーム対応
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問題 3．次のビジネス活動に関する問に答えよ。

（1）仕事の優先順位のつけ方に関する記述について、正誤の組み合わせとして、適切なも
のを選択肢から選べ。

①　仕事の優先順位は「緊急度」と「重要度」を考慮して決定すると良い。
②　上司からお客さまへのお茶出しを頼まれた総務部門の担当者が、自らリーダーを

務める残業時間削減プロジェクトの報告書の提出期限が迫っていたため、お茶出
しは業務に余裕のある別の担当者に依頼した。

③　担当するお客さまからのクレーム対応中の営業部門の担当者が、上司から１か月
後に年始のあいさつでお客さまに配る粗品の袋詰めを指示されたため、クレーム
対応を切り上げて袋詰めに着手した。

【選択肢】
① ② ③

ア． 正 誤 誤
イ． 誤 正 正
ウ． 正 正 誤

（2）スーパーマーケットで売上向上を目指すための各業務と対応する PDCA サイクルの
組み合わせとして、適切なものを選択肢から選べ。

①　効果のあった販売促進策を他の売り場でも実施し、効果のなかった販売促進策を
中止するなどの改善を行う。

②　商品の入れ替えや陳列方法の変更、イベントの開催などの販売促進策を実行して
いく。

③　店全体と生鮮、飲料、総菜などの各売り場の売上目標を設定して、売り場責任者
が具体的な販売促進策を考える。

④　店長と売り場責任者が毎月集まり、各売り場の売上と目標の達成度合いを確認する。

【選択肢】
① ② ③ ④

ア． Check Plan Do Action
イ． Action Do Plan Check
ウ． Action Plan Do Check
エ． Check Do Plan Action

（3）相互に重なり合わず、もれなく集めるという意味の MECE の事例として、適切なも
のを選択肢から選べ。

【選択肢】
ア．旅行会社が新しいツアー企画を立案するために、旅行先を国内旅行と海外旅行に

分類する。
イ．マッサージ店がアンケート結果を集計するために、回答者を 20 代、30 代、40 代、

50 代に分類する。
ウ．ドラッグストアが売上分析を行うために、営業日を平日、休日、特売日に分類する。
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（4）オーダー家具を製造、販売するメーカーが棚製作の日程管理のために作成したガント
チャートに関する記述について、正誤の組み合わせとして、適切なものを選択肢から選べ。

①　材料調達は３日（水）中に完了させる計画で、計画通りに進んだ。
②　材料加工は計画よりも１日遅れて開始したが、３日間かかる予定の作業を２日間

で完了させたため、全体の計画に遅れは発生していない。
③　検査を担当する従業員が 11 日（木）に休むことになった場合、組み立て工程をど

れだけ短縮しても 12 日（金）に納品することは不可能である。

【選択肢】
① ② ③

ア． 誤 誤 正
イ． 誤 正 誤
ウ． 正 正 誤

（5）メディアからの情報収集に関する記述について、正誤の組み合わせとして、適切なも
のを選択肢から選べ。

①　官公庁のホームページには信頼性の高い統計情報や白書などの官公庁の見解が公
表されており、現状把握や将来予測に役立つ。

②　新聞はコンパクトで情報量は多いが、作成する新聞社によって取材の姿勢や論調
に差異があるので、一つの新聞を毎日読み続ける方が良い。

③　テレビは速報性が高く映像により内容を理解しやすいが、題材を深く掘り下げて
いない場合もあるので、他の媒体でも内容を確認することが望ましい。

④　SNS やインターネット上の掲示板の書き込み情報は手軽にアクセスでき、信頼性
が高いので積極的に活用する。

【選択肢】
① ② ③ ④

ア． 正 正 誤 誤
イ． 誤 誤 正 正
ウ． 誤 正 誤 正
エ． 正 誤 正 誤

1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日
月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

材料調達

材料加工

組み立て

検査

納品

：計画 ：実績

※ガントチャートは毎日終業時にその日の作業実績を更新している

日程

項目

 



8

問題 4．次の各事項に関する設問に答えよ。

（1）次の損益計算書に関する記述について、正誤の組み合わせとして、適切なものを選
択肢から選べ。

①　売上総利益 500 百万円を改善するには、広告宣伝費を削減して販売費及び一般管
理費を抑えることが重要である。

②　経常利益は４百万円のプラスであるため、この企業の本業はうまくいっていると
考えることができる。

③　税引前当期純利益の９割以上は、固定資産の売却益などの臨時的な利益である特
別利益によって生み出されている。

【選択肢】
① ② ③

ア． 誤 誤 正
イ． 正 正 誤
ウ． 誤 正 正

（2）損益分岐点を求める計算式の 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。

損益分岐点　＝　 ① 　÷（1 －　 ② 　÷　 ③ 　）

【選択肢】
① ② ③

ア． 変動費 固定費 売上
イ． 変動費 固定費 経費
ウ． 固定費 変動費 売上
エ． 固定費 変動費 経費

000,2高上売
売上原価 1,500
　　売上総利益 500
販売費及び一般管理費 520
　　営業利益 -20

03益収外業営
6用費外業営
4益利常経　　
04益利別特
0失損別特

　　税引前当期純利益 44
法人税、住民税及び事業税 20
　　当期純利益 24

損益計算書　　　　　　　　　単位:百万円
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（3）会社法に関する記述について、適切なものを選択肢から選べ。
【選択肢】

ア．株式会社の基本的な方針や重要事項を決定する機関として、株式会社の実質的な
所有者である株主で構成される取締役会がある。

イ．会社の種類として、株式会社、有限会社、合名会社、合資会社が定められ、合同
会社は廃止された。

ウ．商法などに規定されていた会社に関する法律を一つにまとめた法律で、会社の設
立、組織、運営などについて定められている。

（4）法令で定められた労働時間、休日、休暇に関する記述について、正誤の組み合わせと
して、適切なものを選択肢から選べ。

①　労働時間は原則として１日８時間、週 40 時間までと定められており、これを超え
て労働させる場合には一定の割増賃金を支払わなければならない。

②　年次有給休暇は、雇入れの日から６か月間継続勤務し、全労働日の８割以上を出
勤すれば与えられる。

③　１歳未満の子どもの養育のために、原則として出産後６か月以内の育児休業が認
められている。

④　介護休業は、対象家族一人につき３回を上限として所定日数を分割取得すること
が認められている。

【選択肢】
① ② ③ ④

ア． 誤 誤 正 誤
イ． 正 正 誤 正
ウ． 誤 誤 誤 正
エ． 正 正 正 誤

（5）税金に関する記述について、適切なものを選択肢から選べ。
【選択肢】

ア．所得税は、個人が得た所得に対して課される税金で、会社員が働いて得た給与所
得には、金額に応じて 7 段階の超過累進税率がかけられる。

イ．住民税は、前年の所得に対して課される税金で、会社員の場合は自分で市区町村
の窓口で納めなければならない。

ウ．法人税は、法人が得た所得に対して課される税金で、地方税の一種である。



10

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　2018.1.4）

原文は、著作権の問題上、掲載できません
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（1）省エネ目標の導入に関する記述について、下記の  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。

経済産業省は、 ① を改正し、2018 年度から新たに食品スーパーやショッピング
センターにも省エネ目標の適用をめざす。これまで小売業では百貨店など他の業態におい
て ② 年度から導入されていたが、対象となる業態の範囲を広げて取り組みを強化
する。ただし中小企業に配慮するため、数値目標の対象となるのは食品スーパーやショッ
ピングセンターの運営会社の ③ となる見通しである。

【選択肢】
① ② ③

ア． 省エネ法 2016 5 割超
イ． エネルギー基本法 2016 7 割程度
ウ． 省エネ法 2017 7 割程度
エ． エネルギー基本法 2017 5 割超

（2）次の表における①～④の食品スーパーＡ店とＢ店、ショッピングセンターＣ店とＤ店
の事例の場合、2018 年度からの省エネ目標の対象か対象外かの組み合わせについて、
適切なものを選択肢から選べ。

店舗
運営会社全体の年間
エネルギー使用量

（原油換算）

売り場または店舗
面積

① 食品スーパーＡ店 1500 キロリットル 260 平方メートル
② 食品スーパーＢ店 1400 キロリットル 250 平方メートル
③ ショッピングセンターＣ店 1500 キロリットル 1500 平方メートル
④ ショッピングセンターＤ店 1600 キロリットル 1400 平方メートル

【選択肢】
① ② ③ ④

ア． 対象外 対象外 対象 対象
イ． 対象 対象 対象外 対象外
ウ． 対象 対象外 対象 対象外
エ． 対象外 対象 対象外 対象
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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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（3）新しい省エネ数値目標やそれに伴う補助金の内容について、適切なものを選択肢から
選べ。

【選択肢】
ア．食品スーパーの具体的な数値目標は既に決定しており、対象店舗のうち 15％程度

が現時点で目標を達成しているとみられる。
イ．食品スーパーの数値目標は、「エネルギー使用量を、延べ床面積や営業時間、冷蔵

設備の数の合計で割って数値化する」方向であり、数値が小さいほど省エネ効率
が高い。

ウ．LED や熱電併給などのエネルギー効率化につながる設備を導入すると、経済産業
省の現地調査や指導を受けることを条件に投資額の半額まで補助金が出る。

（4）記事から読み取れることとして、業務部門の省エネ対策の推移に関する次の文中の下
線部の語句のうち、最も適切なものを選択肢から選べ。

小売業、ホテル、賃貸オフィスなどの業務部門は、省エネ対策の遅れが指摘されている。
エネルギー利用の効率性を示す「原単位」では、2015 年は 1999 年に比べて３割程度の改
善となっている。ここ７年間のエネルギー消費量は、天然ガス換算で 1700 万～ 2000 万キ
ロリットルの間で増減を繰り返している。

【選択肢】
ア．３割程度の改善
イ．天然ガス換算
ウ．1700 万～ 2000 万キロリットル

（5）日本がパリ協定に基づき掲げている温暖化ガスの削減目標を達成するための取り組み
について、適切なものを選択肢から選べ。

【選択肢】
ア．温暖化ガスの９割超を占める二酸化炭素の削減目標は、産業部門では具体的に決

まっていないが、業務部門、エネルギー部門では決まっている。
イ．エネルギー部門は、2030 年の二酸化炭素排出量を 2013 年対比で 28％削減する目

標を設定しており、既に電力会社の発電効率の数値目標が設定されている。
ウ．業務部門は、2030 年の二酸化炭素排出量を 2013 年対比で 40％削減する目標を設

定しており、既にドラッグストアや家電大型量販店の数値目標が設定されている。
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問題 6．次のケースを読んで各問に答えよ。

中川美樹は、乳製品を製造・販売する「グリーンファーム」に入社して３年目の社員で、
Ａ県にある本社に勤務している。グリーンファームは、Ａ県の高原にある牧場の経営者が
工場と店舗（売店）を併設し、自らの牧場で採れる生乳を使って乳製品を販売する製造小
売事業を開始した。乳製品が新鮮であるだけでなく、近隣の果樹農家から仕入れた地元で
採れる果物を使った自社開発の個性的なソフトクリームやヨーグルトの製品も、評判になっ
た。保存料などの添加物が入っていないことも、食の安全に対する関心が高まってきてい
る多くのお客さまに受け入れられている。品質の高い乳製品をお客さまに提供するという
方針のもと、Ａ県内や近隣の県の市街地にも出店し、さらにレストランやホテル、自家製
パン店などの専門店への卸売事業を手掛け、事業を拡大している。自らの牧場で磨いた生
乳の高い品質評価・管理技術力により優良な仕入先牧場を開拓し、取り引きする専門店を
増やしてきた。

中川は、工場での経験から乳製品の開発・製造知識を持ち、現在は上司の上野課長の指
導のもとで、部下で新人の山下とともに、店舗や専門店からの製品の注文を受け付け、工
場に製造を指示する業務に携わりながら、販売促進策の立案業務も担当している。

注文受付、製造指示の業務は、まず本社の管理システムに反映される自社店舗と専門店
からの注文を中川と山下が確認し、それを踏まえて製造日と数量を管理システムに入力す
ることで、工場に製造指示する流れになっている（図１）。

　　　　　　　　　　図１．注文受付と製造指示の業務の流れ

いつものように 12 月５日に出勤した中川は、自分が担当しているヨーグルトの製造指示
を行うために、管理システムの製造計画表を確認した（図２）。

製造計画表

品名：ヨーグルト 単位：kg 期間12月2日～12月8日 12月5日 9:32

日付 12月2日 12月3日 12月4日 12月5日 12月6日 12月7日 12月8日

曜日 日 月 火 水 木 金 土

出荷 40 

製造 100 

廃棄 0 

在庫 100 220 300 380 200 

80 120 120 160 160 120 

200 200 200 0 ①

0 0 0 20 ②

戻る

 

図２．管理システムのヨーグルト製造計画表の画面

本社

自社店舗

注文 管理
システム

工場

指示

出荷

専門店
在庫

製造

中川、山下

生乳乳製品
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（1）中川が管理システムのヨーグルト製造計画表の①および②に入力する数量の組み合わ
せとして、適切なものを選択肢から選べ。

ただし、以下のことを考慮する必要がある。
・工場の製造設備に制約があるため、１日に製造できる数量は、100kg、200kg のいず

れかである。
・製造したヨーグルトは、製造当日に工場の冷蔵庫に入れて、冷蔵庫内で製造日ごと

に判別できるように保管されている。製造日の翌日から出荷可能であり、２日後ま
でに出荷されなかった場合、工場の担当者が廃棄する。

・出荷は、冷蔵庫内に保管されているヨーグルトのうち、製造日が古いものから順番
に割り当てて行う。

・出荷の予定は、３日後の出荷分が提示される。当日が 12 月５日（水）の場合、12 月
８日（土）の出荷分が提示される。

・製造の予定は、２日後の製造分を指示する。当日が 12 月５日（水）の場合、12 月７
日（金）の製造分を指示する。

【選択肢】
① ②

ア． 200 40
イ． 100 40
ウ． 100 0

製造指示の仕事を終えた中川は、月末に売上を上野課長に報告するため、売上の集計を
はじめた。管理システムから出力した結果からは、自社店舗がここ数年、前年対比での売
上成長率が徐々に減少している傾向が見られた。中川は原因を突き止めて対策を立てるた
め、山下に協力してもらい、調査することを考えた。

中川「上野課長、管理システムの売上データを見たのですが、店舗の売上の成長率が減
少してきています。山下さんと調査したいのですが、よろしいでしょうか？」

上野「よく気づきましたね。私も気になっていました。是非とも広い視野を持って調査
してくれませんか。データ集計の作業量が多くなりそうなので、山下さんと一緒
に進めて下さい ｡」

中川「山下さん、店舗の売上成長率が減少した原因を調査したいの。協力をお願いでき
ないかしら ｡」

山下「わかりました。それで私は何をすればよろしいでしょうか？」
中川「二人で分担して調査しようと思うの。私が店舗の内側のこと、つまり製品の品質、

価格、接客などを担当するから、山下さんは店舗の外側、つまりお客さまや競合
他社の動向を調査してくれないかしら。来週、上野課長に報告しましょう ｡」
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（2）中川と山下が行う調査に関する記述について、適切なものを選択肢から選べ。
【選択肢】

ア．中川は、各店舗に来店されるお客さまの年齢構成、来店時間帯、車・自転車・徒
歩などの来店方法を各店長にヒアリングすると共に、近隣のマンション建設など
による人口の増減や年齢構成の推移を地方公共団体の資料で調査する。

イ．山下は、ソフトクリームやヨーグルトなどを取り扱うチェーン店などが、各店舗
の周辺に出店していないか各店長にヒアリングすると共に、競合する類似製品の
動向をインターネットや現地で調査する。

ウ．山下は、生乳の仕入れ検査や乳製品の在庫保管方法が従来と変わらず高い管理レ
ベルか、工場の品質管理担当者にヒアリングすると共に、お客さまにアンケート
を実施して乳製品のおいしさが十分か確認する。

次の週になり、中川と山下は調査した結果を上野課長に報告した。

中川「上野課長、店舗の売上成長率が減ってきたことについて調査結果を報告します。
まず、社内の製造、管理体制ですが、乳製品の品質管理については、保管期限になっ
た在庫の廃棄、製造設備の洗浄などもルール通り行われており、味も以前と変わ
らず十分おいしいと、品質管理責任者が保証しています ｡」

上野「私もそうだと思います。当社はこれまでお客さまから品質へのクレームを受けた
こともないし、私の知り合いの多くのお客さまからも、値段は高いけれど、それ
だけおいしいし、安心できる、と聞いています ｡」

中川「各店舗の店長にヒアリングしたところ、店舗を運営するスタッフは定着率が高い
ためベテランも多く、商品の陳列、お客さまの対応も慣れているので問題はない
とのことです。ただ、売り切れた商品があっても工場からの補充が追いつかず欠
品になり、お客さまががっかりすることが多いそうです ｡」

上野「最近、専門店への卸売事業が大きくなる一方、うちの会社の厳しい品質基準を満
たした優良な仕入先牧場がなかなか見つからないのです ｡」

山下「各店長にお聞きしたところ、おおむね各店舗ともに周辺の人口は変化していない
にも関わらず、当社の看板商品である個性的な味のソフトクリームやヨーグルト
の落ち込みが大きいとのことです。昨年から、質の高いソフトクリームで有名な
チェーン店がＡ県に進出し、また、Ａ県内に展開している生協が安心安全なヨー
グルトを取り扱いはじめたことが、当社の売上に影響しているのではないか、と
話していました ｡」

中川「当社の製品に関して補足しますが、店舗と専門店の乳製品の販売価格を調べまし
たが、店舗は以前と変わらぬ高価格による販売を維持しているにも関わらず、専
門店向けの卸売価格が下落して利益はかなり下がっており、利益が出るかどうか、
ギリギリの価格にきています ｡」

上野「最近の人手不足に悩んでいる専門店の多くはスタッフを集めるために高い人件費
を払っているので、そのコストアップを補うために、食材の卸売価格を下げるよ
うに強く要求してきていて、当社も仕方なく乳製品の値下げに踏み切っているの
です。この状況はしばらく続くので、何とかしないといけません。話を戻しますが、
本社の持つデータと現場の声を合わせると、当社の売上の伸びが小さくなってき
た原因が見えてきましたね ｡」
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（3）グリーンファームの特徴とおかれた環境（SWOT）に関する記述について、①～③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。

グリーンファームの SWOT 分析
自社（内部環境） 市場（外部環境）

プ
ラ
ス
面

強み（Strength）
新鮮・安全で品質の高い乳製品を製
造できる

機会（Opportunity）

②

マ
イ
ナ
ス
面

弱み（Weakness）

①

脅威（Threat）

③

【選択肢】
① ② ③

ア． 高い品質基準を満たす
仕入先牧場の確保不足

店舗運営スタッフはベテ
ランが多い

ソフトクリームの有名
チェーン店や安心安全の
生協の進出

イ．
ソフトクリームの有名
チェーン店や安心安全の
生協の進出

食の安全に対する関心の
高まり

高い品質の乳製品を製造
するため価格が高い

ウ． 高い品質基準を満たす
仕入先牧場の確保不足

食の安全に対する関心の
高まり

ソフトクリームの有名
チェーン店や安心安全の
生協の進出

エ．
ソフトクリームの有名
チェーン店や安心安全の
生協の進出

店舗運営スタッフはベテ
ランが多い

高い品質の乳製品を製造
するため価格が高い

中川は、店舗に来店してくださるお客さまは当社製品の品質に対する満足度が高いと感
じており、遠方に住んでいて来店できないお客さまにも受け入れてもらえるのではないか
と考えた。時間をかけ交渉していた生乳を供給できる優良な仕入れ先が新たに見つかった
ことで、より高品質で濃厚な味わい深い乳製品の開発に成功した。それを幅広く売るため
のインターネット販売事業を立ち上げたが、販売開始直後から売上が予想以上に伸びて、
生乳の仕入れが間に合わず、納期遅れが多発した。

上野「中川さん、インターネット販売を利用したお客さまからクレームがたくさん入っ
ていると聞いています。どうなっているのですか？」

中川「納期遅れがいくつも発生してしまっています。新製品の濃厚牛乳、濃厚ヨーグル
トの注文が多くて、製造するための生乳が足りないのです ｡」

上野「それでは当面、店舗と専門店の注文を優先して割り当て、残りをインターネット
販売に割り当てる方針とします。それ以上の注文が入らないようにインターネッ
ト注文システムに制限を設けて下さい ｡」
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中川「わかりました。早速、対応します ｡」

中川は、上野課長からの指示に従い、乳製品別の生乳の必要量を求めることにした。

中川「牛乳１Ｌを製造するために生乳は１Ｌ必要、ソフトクリーム１個は生乳 0.25 Ｌ、
ヨーグルト１kg は生乳１Ｌ、バター１kg は生乳 20 Ｌだったわ。あとは、店舗と
専門店の乳製品の割当に必要な生乳必要量を計算して、仕入れ可能な生乳量の１
日 2,800 Ｌに収まるように、インターネット販売に上限値を設ければよいのね ｡」

中川は、そうつぶやきながら表を作った（図３）。

　　　　　　　　　　　　  図３．中川が作成した表

（4）図３の★の欄を埋めた上で、インターネット販売の生乳に換算した乳製品合計の上限
値について、適切なものを選択肢から選べ。

【選択肢】
ア．生乳に換算した乳製品合計 400 Ｌまで注文を受け付ける。
イ．生乳に換算した乳製品合計 700 Ｌまで注文を受け付ける。
ウ．生乳に換算した乳製品合計 2,800 Ｌまで注文を受け付ける。

インターネット注文システムに上限値を設けて、納期遅れの混乱は収まった。

上野「中川さん、納期遅れへの対応、お疲れさまでした。濃厚な生乳を使った商品は、
インターネット販売で買ってくださったお客さまからも非常に好評です。ただ、
濃厚な生乳は飼育頭数が少ない種類の乳牛からしか搾乳されず、十分な数量を確
保できないのです。ところで、今後のグリーンファームの事業展開を社長に提案
するために、先日お願いしたお客さまへのアンケートの集計と当社の SWOT 分
析の検討状況は、どのようになっていますか？」

中川「はい、こちらがアンケート結果です ｡」

乳製品別の割当量と生乳必要量（１日平均）

牛乳 ソフトクリーム ヨーグルト バター 合計

割当量
[L]

生乳
必要量[L]

割当量
[個]

生乳
必要量[L]

割当量
[kg]

生乳
必要量[L]

割当量
[kg]

生乳
必要量[L]

生乳
必要量[L]

店舗 320 320 1,200 ★ 80 80 20 ★ ★

専門店 80 80 0 0 20 20 60 1,200 1,300 

インターネット
販売

240 240 0 0 60 60 20 ★ ★
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（5）中川が今後の事業展開を提案する内容として、最も適切なものを選択肢から選べ。
【選択肢】

ア．パン・肉・魚などの食材を仕入れて、店舗で取扱う商品の種類を増やし、小売事
業を拡大し、来店客数の増加をはかる。

イ．卸売する専門店を増やし、専門店に出荷する乳製品の数量に必要な生乳を確保す
るために仕入先牧場の品質基準を緩めて開拓し、卸売事業を拡大していく。

ウ．品質の良い限られた生乳を有効活用した牧場併設のレストランの出店、バーベ
キュー場の開設、チーズ作りなど酪農体験のサービス事業を立ち上げていく。

エ．ヨーグルトやチーズなどの安価な乳製品を開発し、広範囲の販売力のある大手コ
ンビニエンスストアに卸して、薄利多売路線で卸売事業を拡大していく。

お客さまへのアンケート結果

「グリーンファームに期待すること」 
期待する（５点）～期待しない（１点）の５段階評価
並び順は平均点が高いものから

点均平容内るす待期

 4.4食飲ので場牧

 0.4験体り作手・験体農酪

 8.3品製乳たえ応に望要の別個

 8.3化強の売販トッネータンイ

（中略）

 2.2売販品商の外以品製乳

 8.1売販の品製格価低
 

図４．お客さまへのアンケート結果
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問題 7．次の＜資料１＞、＜資料２＞、＜資料３＞は、会員制フィットネスクラブの会員
数の年代別推移、施設毎の時間帯別稼働率と年代別利用会員数比率、および入会を検
討している無料体験参加者 100 人に対して行った「最も利用してみたい施設と時間帯」
についてのアンケート結果をまとめたものである。これらの資料を見て問に答えよ。

250 250
150

300
350

400
300

400
450

0
100
200
300
400

2015年末 2016年末 2017年末

29歳以下

30歳～59歳

60歳以上

会員数（人）

＜資料1＞　会員数の年代別推移
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50% 30%

25%

30% 50% 45%

40%

50% 40%

50% 50% 65%
40%

30% 35%

20% 20%

100% 100%

75%

50%

90%

50%

20%

60%

80%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%
60歳以上

30歳～59歳

29歳以下

プール

スタジオ

トレーニング
マシン

利用者比率 施設稼働率

【利用者比率】

【施設稼働率】

0%

5%

10%

15%

プール

スタジオ

トレーニングマシン

希望者比率

29歳
以下

30歳～
59歳

60歳
以上

29歳
以下

30歳～
59歳

60歳
以上

29歳
以下

30歳～
59歳

60歳
以上

＜資料2＞　施設毎の時間帯別稼働率と年代別利用会員数比率（2017年調査）
　　　　　・施設稼働率＝利用会員数／定員
　　　　　・定員：プール 20人、スタジオ 100人、トレーニングマシン 50人
　　　　　・１日に複数回利用する会員はいない

＜資料3＞　入会を検討している無料体験参加者100人に対して行った「最も利用してみたい
　　　　　施設と時間帯」についてのアンケート結果（2017年調査）
　　　　　・希望者比率＝（年代別・施設別・時間帯別の利用希望者数）／無料体験参加者

6% 10% 6%

5% 3%

3% 4%

4% 5% 5% 6% 4%

6% 8%

5%
2% 2%

5%
6%

5%

〔10時 ～ 14時〕 〔14時 ～ 18時〕 〔18時 ～ 22時〕時間帯

〔10時 ～ 14時〕 〔14時 ～ 18時〕 〔18時 ～ 22時〕時間帯
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（1）＜資料１＞から読み取れることとして、適切なものを選択肢から選べ。
【選択肢】

ア．会員の総数は、年々増加し、1,000 人に達している。
イ．2017 年末の全会員に占める 30 歳～ 59 歳の会員数の比率は 40% である。
ウ．2015 年末と 2017 年末の会員数を比較すると、60 歳以上の会員の増加数よりも、

29 歳以下の会員の減少数の方が多い。

（2）＜資料２＞から読み取れることとして、①～④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。

①　トレーニングマシンは、１日の中で 18 時～ 22 時の稼働率が最も低い。
②　18 時～ 22 時のプールの利用会員数は、15 人である。
③　利用会員数が最も多い時間帯は、14 時～ 18 時である。
④　10 時～ 14 時、14 時～ 18 時、18 時～ 22 時のいずれの時間帯でも、スタジオを最

もよく利用しているのは、30 歳～ 59 歳の会員である。

【選択肢】
① ② ③ ④

ア． 正 誤 正 誤
イ． 誤 正 誤 正
ウ． 誤 正 正 誤
エ． 正 誤 誤 正

（3）＜資料３＞から読み取れることとして、下記の  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。

・30 歳～ 59 歳の利用希望者の比率が最も多い時間帯と施設は、14 時～ 18 時の
① である。

・18 時～ 22 時のすべての施設の中で、利用希望者の比率が最も多いのは ② で
ある。

・利用希望者数の最も多い時間帯は、 ③ である。

【選択肢】
① ② ③

ア． プール スタジオ 14 時～ 18 時
イ． プール スタジオ 18 時～ 22 時
ウ． スタジオ プール 14 時～ 18 時
エ． スタジオ プール 18 時～ 22 時
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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＞、＜資料２＞から読み取れることとして、適切なものを選択肢から選べ。
【選択肢】

ア．2017 年末時点で年代別で会員数が最も多いのは 60 歳以上であり、施設別・時間帯
別の利用者全体に占める 60 歳以上の会員の割合が最も高いのは、10 時～ 14 時の
プールである。

イ．プールの利用会員数は、全会員の約 10％である。
ウ．スタジオを利用する 30 歳～ 59 歳の会員数の比率は、10 時～ 14 時、14 時～ 18 時、

18 時～ 22 時のいずれの時間帯でも、全会員に占める 30 歳～ 59 歳の会員数の比率
よりも高い。

（5）＜資料１＞、＜資料２＞、＜資料３＞から、施設をさらに利用してもらうために、入
会を検討している無料体験参加者に送付するダイレクトメールについて、最も適切なも
のを選択肢から選べ。

【選択肢】
ア．スタジオの利用希望者が最も多いため、スタジオの施設の内容についてアピール

することで、希望者全員が入会した場合は全体の会員数が 4％以上増加し、施設稼
働率では 10 時～ 14 時の時間帯に最も改善効果が期待できる。

イ．プールの施設稼働率は最も高いが、14 時～ 18 時の稼働率に余裕があり、この時間
帯の利用をアピールすることで、希望者全員が入会した場合は、全体の会員数が 3％
以上増加し、施設稼働率では 14 時～ 18 時に最も改善効果が期待できる。

ウ．トレーニングマシンの施設稼働率が最も低いため、トレーニングマシンの施設の
内容をアピールすることで、希望者全員が入会した場合は、全体の会員数が 1％以
上増加し、施設稼働率では 18 時～ 22 時の時間帯に最も改善効果が期待できる。
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＜メモ欄＞
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