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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 28 年度前期

・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 22 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 28 年 8 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 28 年 7 月 3 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



1

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）次の法人に関する記述中の 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。

法人のうちＮＰＯ法人、公益法人、社会福祉法人は ① 法人である。その中で
② 法人は、慈善や学術などの公共の利益を図ることを目的とする法人である。
③ 法人は、観光の振興、まちづくり推進、環境保全、情報化社会の発展など、さ

まざまな分野で社会貢献活動を行う法人である。
【選択肢】

① ② ③
ア . 営利 社会福祉 公益
イ . 非営利 ＮＰＯ 社会福祉
ウ . 非営利 公益 ＮＰＯ

（2）次の企業内の組織を説明した記述のなかで、適切なものを選択肢から選べ。
【選択肢】
ア．プロジェクトチームとは、複数の部門に関わる課題を解決するために各部門から
専門知識を有するメンバーを有期で集めた組織である。

イ．機能別組織とは、製品や地域などを基準にして構成された組織で、個別の部署ご
とに権限が大幅に与えられている組織である。

ウ．事業部制組織とは、新しい事業の開発のためにメンバーを集めて独立的に運営し、
子会社としても独立する可能性のある組織である。

（3）次の取引の記述の中で不正競争防止法違反とならない事例として、適切なものを選択
肢から選べ。

【選択肢】
ア．カット野菜の詰め合わせを販売するＡ社はＸ県産の野菜を仕入れて、Ｙ県の工場
でカットと詰め合わせを行い、原産地をＹ県産として販売した。

イ．Ｂ社を退職する社員が、Ｂ社内で閲覧が制限されている顧客データをコピーして
持ち帰り、次の勤務先で営業に使用した。

ウ．2年前に他社が発売してヒットしたおもちゃＣのブームが終わった後、おもちゃＣ
の形に似せたおもちゃＺを生産して別の商品名で販売した。

エ．物件を受注するために、お客さまを紹介してくれるＤ社と受注前に紹介手数料支
払いの契約を交わして、受注後に紹介手数料を支払った。
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（4）次のカーボンオフセットに関する記述として、適切なものを選択肢から選べ。
【選択肢】
ア．太陽光や風力など、自然環境の中で繰り返し利用でき、資源を枯渇させずに取得
できる電力を、電力会社が買い取ることである。

イ．環境負荷の少ない商品の開発を促進するため、国や消費者などが環境へ配慮した
商品を選んで購入することである。

ウ．企業などが排出した温室効果ガスに見合った分だけ、温室効果ガス削減のための
植林などに投資することで、環境への負荷を和らげることである。

（5）次のＴＰＰに関する記述中の 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。

ＴＰＰとは、環太平洋戦略的経済連携協定（環太平洋パートナーシップ協定 ) の略称であ
る。2006 年にシンガポール、ブルネイ、 ① 、ニュージーランドの４カ国で

② などを目指して協議をしたことがＴＰＰの始まりである。その後、アメリカ、オー
ストラリアなどが新たに参加したことで太平洋の国々に広がりをみせた。
ＴＰＰは ② が原則であり、国内でも参加するか否かの議論が重ねられてきたが

日本は 2013 年に ③ 。そして、2015 年のアトランタ閣僚会合において、日本を含む
アメリカ、オーストラリア、シンガポールなど太平洋をとりまく ④ カ国が大筋で
合意した。

【選択肢】
① ② ③ ④

ア . ペルー 為替の自由化 初めて交渉会合に参加した 21
イ . チリ 関税の撤廃 初めて交渉会合に参加した 12
ウ . ペルー 関税の撤廃 協議開始の意向を表明した 21
エ . チリ 為替の自由化 協議開始の意向を表明した 12



3

問題 2．次のビジネスの関連事項に関する問に答えよ。

（1）お客さまを見込客から得意客にまでステップアップするための営業活動について、次の
図中の 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。

【選択肢】
① ② ③ ④

ア . 個別提案 商品 アフターサービス マスコミ広告
イ . 個別提案 ブランド ロイヤリティ ダイレクトメール
ウ . 広告宣伝 ブランド ロイヤリティ マスコミ広告
エ . 広告宣伝 商品 アフターサービス ダイレクトメール

（2）次のアクティブリスニングに必要な質問技術と説明の組み合わせとして、適切なもの
を選択肢から選べ。

【選択肢】
ア．二者択一質問・・・「仕事で大事なことはどのようなことですか？」などと、意図

的にあいまいな質問をして相手から重要な話を引き出す質問
技術。

イ．５Ｗ２Ｈ質問・・・「それはどのようにしたのですか？」「何件ありますか？」な
どと、足りない情報を具体的に引き出す質問技術。

ウ．追跡質問・・・・・「〇〇したほうがいいでしょうね」などと、回答を暗示して相
手に話をするきっかけを作るようにする質問技術。

得意客

　　　　　　　　の充実。　　　　　　　などでの利用促進。

お客さまが満足する　　　　　　　の提供により再利用に繋げる。

　　　　　　　を強化した営業。

営　業　活　動

リピーター

新規顧客

見込客

1 ③ 1 ④

1 ②

1 ①
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（3）次のクレームに対応したおわびの言葉の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。

【選択肢】
①	「ご購入いただきました私どもの製品の不具合によってご迷惑をおかけしました
こと、まことに心苦しいかぎりです。」

②	「サービス内容につきまして、私どもの説明不足によりお手数をおかけいたしまし
たこと、まことに申し訳ございません。」

③	「大変申し訳ございませんでした。私どもの手違いによりお客さまに不愉快な思い
をさせてしまい、おわびせざるを得ません。」

① ② ③
ア . 正 正 誤
イ . 正 誤 正
ウ . 誤 正 誤

（4）次の会議にむけた事前準備の順序として、最も適切なものを選択肢から選べ。
①　発表者から報告資料を収集し、出席者に事前にメールで配信した。
②　会議の開催の日時と会場を決定した。
③　上司と相談して会議の議題を設定した。
④　会議の開催案内をメールで配信した。
⑤　会議の目的を考えて出席者を決定した。

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

（5）次の人脈を広げるためのポイントとして、適切なものを選択肢から選べ。
【選択肢】
ア．自分よりも地位の高い人物と初めて会う場合は、へつらいすぎないように応対し
て、なおかつ見返りを求めないように接する。

イ．お互いの信頼関係を築くことが大事になるため、相手からの質疑には間違えがな
いように、約束の時間が過ぎてしまっても十分な時間をとって回答する。

ウ．相手の利益を図るため、相手にとって役立つ自社の情報は、制限せずに積極的に
提供する。
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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）企業を取り巻く外部環境に関する記述として、適切なものを選択肢から選べ。
【選択肢】
ア．消費者が重視する対象はモノからサービスに移り、個人のライフスタイルに合わ
せてコンサルティングのできる営業力が求められている。

イ．企業の社会的責任に関する意識が高まる中、法令の遵守が最優先事項となり、提
供される商品やサービスそのものの重要性は低下している。

ウ．業界動向に合わせて事業を再編成するにあたっては、不採算部門の黒字化のため
に、経営資源の投入を惜しまないことが重要である。

（2）複数の店舗で自動車販売業を営む企業の活動例について、マネジメントサイクルの
P→ D→ C→Aの順に並んでいる選択肢を選べ。
①　各店舗の月次の販売台数をチェックし、目標に達している店舗と達成していない
店舗を明らかにする。

②　各店舗が売上計画達成に向けた販売活動を行い、必要に応じて本社から応援スタッ
フの派遣や販促グッズの提供などをサポートする。

③　販売目標を達成した店舗のノウハウを収集し、目標未達成の店舗で活用する。
④　販売目標台数を定め、各店舗に必要なスタッフの数や展開するキャンペーンの年
間スケジュールなどを策定する。

【選択肢】
ア．③→②→①→④
イ．④→②→①→③
ウ．④→③→②→①
エ．④→③→①→②

（3）ある企業がグループ討議形式の新入社員向け研修を企画した例について、企画立案の
順序として、適切なものを選択肢から選べ。
①　研修の狙いを踏まえ、グループ討議形式を採用する意義、目的などを整理した。
②　上司に対し、研修の企画内容について、プレゼンテーションを行った。
③　討議の具体的なテーマや進め方について、アイデアを列挙した。
④　グループ討議の全体像を５Ｗ２Ｈに注意して構成し、企画書を作成した。

【選択肢】
ア．①→②→③→④	
イ．①→③→④→②	
ウ．③→①→②→④	
エ．③→④→①→②
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（4）一般客向けのパンフレット作成などでインターネットの情報を活用する場合について、
適切なものを選択肢から選べ。

【選択肢】
ア．SNS や掲示板などの情報は、複数のユーザーが情報交換を行う信頼性の高いもの
なので、パンフレットの内容の最終確認に活用した。

イ．検索エンジンを使う場合は、複数のキーワードを使用すると検索結果が多すぎて
混乱をまねくため、キーワードは 1つに絞った。

ウ．基本的な情報の収集には、官公庁、企業、報道機関、業界団体、調査機関などのホー
ムページを使った。

（5）マーケティングのために自社の客層分類を行う際、MECEとなっている例として、適
切なものを選択肢から選べ。

【選択肢】　
ア．コーヒーショップが女性向けサービス検討のため、成人女性を 20 代、30 代、40 代、
50 代以上に分類した。

イ．旅行代理店が営業の強化策検討のため、法人のお客さま、個人のお客さま、海外
旅行のお客さまに分類した。	

ウ．保険の販売代理店が契約内容確認のため、顧客を学生層、シングル層、ファミリー
層、シニア層に分類した。
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問題 4．次の各問に答えよ。

（1）あるハンバーガーショップが新製品の価格について複数の案を検討した。各案の考え
方とその設定方式の組み合わせとして、適切なものを選択肢から選べ。

【選択肢】
①　お客さまが値ごろ感を感じることが売り上げの増加につながると考え、販売価格
を、400 円を切る 390 円に設定した。

②　店舗運営には適正な利益を確保することが必要なので、食材など材料費や、人件費・
水道光熱費などの経費に、50 円の利益相当を加えた販売価格を設定した。

③　近隣の競合店にお客さまを奪われているため、ハンバーガーの価格を競合店より
も 10 円安く設定した。

① ② ③
ア． コスト積み上げ価格設定 競争重視価格設定 心理的価格設定
イ． 心理的価格設定 競争重視価格設定 コスト積み上げ価格設定
ウ． 心理的価格設定 コスト積み上げ価格設定 競争重視価格設定

（2）あるカレーショップの原価と経費の計算について、 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。

【選択肢】
① ② ③

ア． 経常利益 営業利益 350 円
イ． 売上総利益 特別利益 300 円
ウ． 売上総利益 営業利益 350 円

　　　　　  200円

人件費、水道光熱費

店舗賃借料など

売上高 経費合計 450円

1,000円

米、肉、野菜

香辛料など

材料費合計 

販
売
費
及
び

一
般
管
理
費

売
上
原
価 ③

②

①



8

（3）法令で定められた就業規則に記載しなければならない事項に関する記述として、適切
なものを選択肢から選べ。

【選択肢】
ア．退職・解雇に関する事項は必ず記載しなければならない。
イ．賞与など臨時に支払われる賃金に関する事項は必ず記載しなければならない。
ウ．安全及び衛生に関する事項は必ず記載しなければならない。

（4）法令で定められた労働時間や休日、休暇に関する記述として、適切なものを選択肢か
ら選べ。

【選択肢】
ア．労働時間を働く者の裁量にゆだねる裁量労働制は、工場の製造ラインで交代勤務
をする作業員にも適用されている。

イ．労働者の休日労働の賃金の割増率は、30％以上と定められている。
ウ．労働者に与えられた年次有給休暇の消滅時効は 1年と定められている。
エ．産前・産後休暇として、原則として産前 6週間、産後 8週間の休暇期間が女性に
認められている。

（5）次の給与明細から抜粋した部分の に入れるべき字句、数値の組み合わせと
して、適切なものを選択肢から選べ。

【選択肢】
① ② ③ ④

ア． 基本給 労働保険 所得税 129,400
イ． 基本給 社会保険 所得税 155,300
ウ． 時間給 終身保険 消費税 129,400
エ． 職能給 終身保険 消費税 155,300

基本給 上級職手当 幹部手当 食事手当 住宅手当

180,000 0 0 10,000 20,000

課税通勤手当 通勤手当

0 0

普通残業手当 深夜残業手当 休日手当 支給合計

10,000 4,200 0 224,200

健康保険 厚生年金保険 雇用保険 社会保険計 課税対象計 所得税 特別減税年調 住民税 親睦会費

9,000 16,000 900 25,900 198,300 11,000 0 22,000 3,000

財形貯蓄 団体保険

7,000 0

扶養人数 控除合計

0 差引支給額 68,900

155,300

支
給

控
除

①

④

② ③
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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　2015.10.22）

原文は、著作権の問題上、掲載できません
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（1）最近の訪日外国人の消費の動向について、適切なものを選択肢から選べ。
【選択肢】
ア．訪日外国人による 2015 年 7 月～ 9月の消費額は前年同期比 82％増となり、通年で
は 3兆円を超える勢いである。

イ．訪日外国人による消費が力強さを増しており、今後も着実に拡大する傾向にある。	
ウ．訪日外国人による 2015 年 7 月～ 9月の 1人当たりの支出は前年同期比で 18％増え
ているが、これは円安や滞在ビザの延長が背景にある。

（2）訪日外国人数と旅行消費額の推移と傾向について、適切なものを選択肢から選べ。
【選択肢】
ア．旅行消費額は 2013 年以降毎四半期で増加しており、2015 年 9 月には 1月からの累
計で前年の通年実績を超え、年間では 3兆円の到達が視野に入っている。

イ．年間の訪日外国人数は 2013 年以降毎年増加しており、2015 年 9 月には前年同月比
47％増の 161 万人に達し、年間では 2000 万人の到達が視野に入っている。

ウ．訪日外国人の 2015 年 7 月～ 9月の旅行消費額は 1兆 9億円となり、2013 年 1 月～
3月の約 2倍にまで拡大している。

（3）小売各社の売り場の動向について、適切なものを選択肢から選べ。
【選択肢】
ア．高島屋では、中国の国慶節に伴う大型連休の期間に免税店売上高が大きく増加し、
スキンケアを中心とした美容家電製品の売り上げが好調である。

イ．宝飾大手のミキモト銀座本店では、2015 年 7 ～ 9 月の免税売り上げが前年同期に
比べ増加し、珊瑚を使った宝飾品が人気であり、数千万円の商品も売れている。

ウ．三陽商会の「三陽銀座タワー」では、ビル全体の売上高の半分以上を訪日客需要
が占め、素材や縫製を日本で手掛けるコートが中国人などに人気である。

エ．靴販売大手ＡＢＣマートでは、高級靴の販売が伸びており、中国人のカード決済
金額が増えている。

（4）訪日客１人当たりの旅行支出に占める買い物代の割合が、左から高い順に並んでいる
ものを選択肢から選べ。

【選択肢】
ア．台湾　中国　米国　韓国
イ．台湾　韓国　中国　米国
ウ．中国　米国　台湾　韓国	
エ．中国　台湾　韓国　米国
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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）訪日客消費とモノやサービスの輸出について、適切なものを選択肢から選べ。
【選択肢】
ア．訪日客消費は、中国人がその内の 47％を担っており、中国景気の減速や為替変動
などが大きく影響する。

イ．日本の輸出は低調であり、中国景気減速の影響がアジア諸国に広がっており、
2015 年 9 月は輸出額、輸出数量ともに前年同月比で減少している。

ウ．訪日客消費は「外需」と位置づけられ、輸出の一部として計上されているが、輸
出不振の一部を補う規模は期待できない。
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問題 6．次のケースを読んで各問に答えよ。

田中美咲は、主にメンズスーツ・レディーススーツの企画デザインと縫製・販売を行う
企業の入社 4年目の社員で、郊外のショッピングモール内にある直営店（Ａ店）に勤務し
ている。Ａ店は、店長、田中、新人の村岡健太、裾や丈などの補修専門の担当者、パート
タイム社員が勤務している。田中は、接客、商品の仕入れ、そして最近は村岡の指導育成
も任されるようになった。

Ａ店は、知名度がある自社ブランドのスーツを取り扱っているが、売り上げが 3年前か
ら徐々に減少してきている。店長は、Ａ店の周辺でファミリー向けマンションや戸建ての
建設が盛んになりファミリー層が増えているが、Ａ店の品揃えがファミリー層のお客さま
のニーズを十分につかまえていないだろうという分析を本社に報告していた。そのような
状況の中、本社は子供の礼服や学生服を取り扱うＸ社と提携し、Ａ店などファミリー層が
増えている一部の店舗で、子供や学生向けの商品を取り扱うことを決定した。それに伴い、
店長は本社からＡ店のリニューアルプランの企画書を提出するように求められた。企画書
の内容として、店舗の改装スケジュール、必要予算、新商品の仕入れ数、毎月の販売目標、
競合対策などが求められている。店長は田中に補佐してもらいながら進めることにした。
店長「田中さん、当店舗で今後、ファミリー層に向けた品揃えを増やすため、子供の礼

服や学生服も取り扱うことになりました。それに合わせて店舗の改装や新商品の
発注などを準備しなければなりません。私が本社に説明する企画書の作成に協力
してもらえませんか？」

田中「はい、わかりました。私も、最近増えてきたファミリー層のお客さまを取り込み
たいと思っていました。では、企画書案を作成してみます。」

（1）田中が企画書案を作成する上で、調査項目として、最も適切なものを選択肢から選べ。
【選択肢】
ア．Ａ店の競合となる他店の品揃えや価格
イ．Ａ店と同じ系列の店で販売している商品の一覧	
ウ．Ａ店の過去 10 年間の売れ筋商品の売上高と数量の動向

田中は作成した企画書案を店長に提出し、店長は内容を確認の上、必要な修正を加えて
完成させた。店長は本社に企画書の内容を説明し、Ａ店で新商品を取り扱うことと、それ
に伴い店舗の改装を行うことについて承認を得た。
店長は早速、改装の計画を具体化するために工程表を作成して、それを田中に説明し、
実行にあたっての指示を出した。
店長「田中さん、これが店舗を改装するための工程表の案です。店舗改装のために一時

店舗を休業し、その間、スーツなどの従来品を一旦、別の倉庫に移動します。新
商品の陳列の時にＢ店に応援要請が必要なスタッフの人数を検討して欲しいのと、
改装作業が始まったら進捗確認をお願いしたいのですが、やってくれますか？」

田中「是非とも担当させてください。」
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《Ａ店改装の工程表》

	注）　　　は作業工程の実施予定日を示している。

田中は過去の経験から作業時間を見積もり、ショッピングモールやＢ店店長など関係者
から情報を集めて整理した。
①　新商品の納品の作業時間：20 人時（1人で行ったと仮定した場合 20 時間を要する）
②　新商品の陳列の作業時間：新商品の納品の作業時間（①）の 3倍
③　新商品の納品、陳列の作業可能時間：ショッピングモールの都合上、午前 10 時か
ら午後 7時まで

④　休憩時間：正午～午後 1時
⑤　Ｂ店からの応援可能人数：	14 日（水）は 1名の応援スタッフ派遣で決定済み
　　15 日（木）は 4名まで応援スタッフを派遣可能
⑥　Ａ店社員の出勤予定：
	

 

○月
大工程 作業工程 担当 事前 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

休業期間

事前準備 テナント会社に休業連絡 田中
顧客に休業ご案内 店長
工務店に改装工事発注 田中
新商品の手配 村岡

商品払出 従来品の梱包 Ａ店全員
従来品の搬出 Ａ店全員

改装工事 撤去・搬出 朝川工務店
搬入・組立 朝川工務店
完成検査 本社スタッフ

商品受入 従来品の納品・陳列 Ａ店全員
新商品の納品 Ａ店全員
新商品の陳列 Ａ店全員

（応援） Ｂ店スタッフ

新装開店 新装開店セール Ａ店全員

 

13 14 15 16

火 水 木 金

店長 △ △ ○ ○

田中 ○ ○ ○ ○

村岡 ○ ○ ○ ○

補修専門の担当者 ○ ○ × ○

パートタイム社員 × ○ × ○

○＝出勤、×＝休暇、△＝出張

Ａ店スタッフ
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（2）田中は上記の①～⑥の条件から、15 日（木）に必要なＢ店スタッフの応援要請人数
を算出した。15 日（木）に必要なＢ店スタッフの応援要請人数を選択肢から選べ。

【選択肢】
ア．1名
イ．2名
ウ．3名
エ．4名

Ｂ店からの応援スタッフの手配も完了し、改装に向けて田中は工程表に沿って準備を進
めた。新たに取り扱う子供用の礼服や中学校・高校の学生服の新商品の発注は、村岡に仕
事を覚えてもらうために、田中が教えて村岡に担当してもらうことにした。
田中「村岡さん、これが発注する新商品の一覧表です。発注システムにすべて入力して

ください。納品は改装工事が終わってお店が片付いた後になるようにお願いしま
す。」

4日（日）の営業が終了し、5日（月）からいよいよ休業期間に入った。予定通り従来品
を外部の倉庫に移動した後、改装が始まった。田中は、改装中も店舗に足を運び、改装工
事が順調に進んでいることを確認した。改装は無事に完了し、外部の倉庫に移動していた
従来品を店舗に戻し、内装が新しくなった店内に陳列していった。そのとき、田中は翌日
の新商品の納品ついて、本社から事前連絡がきていないことに気がついた。各店舗が商品
を発注すると、本社は納品日の前日に各店舗に納品を連絡することがルールになっている
が、まだ連絡がなかった。田中が本社の発注担当者に連絡して確認すると、発注書と回答
書の照合は完了しており、仕入先Ｘ社からの回答書には納品日が 15 日（木）となっている
とのことであった。
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《発注から納品までの仕事の流れ》

（3）新商品の納品日が 15 日になってしまうという事態を引き起こしたと推定される原因
と、田中の取るべき行動として、適切なものを選択肢から選べ。

【選択肢】
ア．田中が村岡に新商品の発注を指示した時に、村岡が間違って理解したことが原因
と考えられる。ただちに村岡を叱責し、新商品を手配させる。

イ．新商品の納品期限が田中と村岡の間で正確に伝わらなかったことが原因と考えら
れる。ただちに店長に状況を報告して詫びるとともに、今後の対応を相談する。

ウ．本社の発注担当者がＡ店に新商品の納品日の前日の連絡を忘れていたことが原因
と考えられる。仕入先Ｘに直接交渉して、14 日（水）に納品してもらう。

エ．仕入先Ｘ社の受注担当者が新商品の納品日を 15 日（木）だと間違えていたことが
原因と考えられる。仕入先Ｘにクレームを入れ 14 日（水）に納品させる。

田中のすみやかな行動により、新製品は予定通り 14 日（水）に納品された。2日間かけ
て新商品の検品・店舗内在庫データの入力、ディスプレイなどの陳列を済ませた。終業時
に店長からお礼の挨拶があった。
店長「皆さん、店舗の改装や新商品の陳列が終了しました。本当にご苦労さまでした。

明日から 3日間、新装開店セールです。新しい店舗でお客さまをお迎えしましょ
う。」

《発注から納品までの仕事の流れ》
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セールの 2日目、母親と小学生の親子連れのお客さまが来店し、村岡が接客した。
母親「入学の時に新調したピアノの発表会用の服が小さくなり、新しいものを購入でき

ないかと思って。ブラウスにスカートという服装が希望なのですが。」
村岡はお客さまの希望に沿った商品をいくつかご案内した。お客さまは、それらを試着
され、ブラウスとスカートを購入された。スカートは、丈の長さの補修が必要で、後日受
け取りに来店されることになった。

後日、お客さまがお見えになり、試着をしていただいた。
母親「あら、少し丈が短いみたいだわ。」
村岡「そんなことはないと思いますが‥、確認してみます。」
村岡が、丈の長さ変更の補修伝票と実物のスカートを見比べたところ、実物のほうが短
かった。補修担当者が間違えてしまったようだが、この短い丈でも大丈夫そうだ、と思った。
村岡「お客さま、私が見たところでは、この丈がとてもお似合いだと思います。いかが

でしょう？」
母親「えー、でも‥。」
少し離れたところにいた田中が、お客さまの不満そうな様子を見て、村岡と一緒にお客
さまのお話を伺った。

（4）田中が取るべき行動として、最も適切なものを選択肢から選べ。
【選択肢】
ア．不満を感じているお客さまの気持ちを和らげるため、補修伝票に記載されている
通りに丈の長さを補修しなかった補修担当者をすぐに呼んで、謝罪させる。

イ．今回のお客さまを接客した村岡がお客さまの窓口となる責任者であり、村岡の判
断に任せて、お客さまに補修したスカートを勧めるのを見守る。

ウ．その場で村岡に対応の仕方を注意し、お客さまにきちんと指導していることを理
解していただく。

エ．村岡の指導担当として、まずはお客さまにおわびし要望を聞いて対応し、その後、
速やかに店長に報告し、別途村岡には言動を注意する。

Ａ店で新たに取り扱いを始めた子供の礼服は、順調に売り上げを伸ばした。田中は店舗
改装以降に増えてきたファミリー層のお客さまを接客しながら、手応えを感じていた。そ
れは子供がいるお客さまは、小学校から高校にかけて体の成長や、習い事・学校関係で様々
な衣料品のニーズを持っているということだった。そして、知名度がある自社ブランドの
スーツのイメージが子供向けの礼服にも良い影響を与えていると、田中は考えていた。一方、
学生服はニーズがあるはずだったが、あまり売り上げが伸びていなかった。来店されたお
客さまから話を聞くと、「学生服は学校指定のため、どこで買っても同じ。」ということだっ
た。そこで田中は、地域のお客さまのニーズに応えるプランを店長に提案することにした。
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（5）田中が店長に提案するプランとして、最も適切なものを選択肢から選べ。
【選択肢】
ア．学生服の売り上げを伸ばすために、ショッピングモールに来る地域（商圏）の外
側の中学校・高校の学生服も取り扱い、来客を促す。

イ．店舗全体の売り上げをさらに伸ばすために、成功した子供の礼服の取り扱いを増
やして、スーツの取り扱いを止めて、店舗すべてを子供の礼服と学生服の売り場
に改装する。

ウ．学生服だけでなく学校生活で必要な衣類・靴を一か所でまとめて購入できるよう
に、体操服・体育館シューズも取り扱う。	

エ．スーツの売り上げが多い都心の直営店のように、ブランドスーツを中心にすえて、
販売員も増やしてスーツの販売を強化する。
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問題 7．次の資料 1、2、3 は、ある部品メーカーの、製品別の売り上げと利益に関するデー
タである。これらの資料を見て問に答えよ。

＜資料１＞ 製品別売上高推移
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＜資料２＞ 製品別営業利益・累積比率（2015年）
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＜資料３＞ 製品別売上高増加率・利益率分布
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（1）<資料 1>	の説明として、適切なものを選択肢から選べ。
【選択肢】
ア．2013 年に対する 2015 年の売上高の増加率が最も高いのは航空機用であり、次いで
燃料電池用である。

イ．2013	年と 2015 年の売上高を比較すると、燃料電池用の売上高の増加額は、家電
用の売上高の減少額を上回っている。

ウ．製品別の年間売上高の順位は、2013 年から 2015 年まで変化がないが、家電用と試
験装置用の売上高は、減少し続けている。	

（2）<資料 2>	の説明として、適切なものを選択肢から選べ。
【選択肢】
ア．2015 年の全製品の営業利益は、18 億円である。
イ．製品別営業利益の上位 3製品の合計は、営業利益全体の 99%を占めている。	
ウ．航空機用の営業利益は 1億 3 千万円で、全製品の営業利益に占める比率は 1%で
ある。

エ．全製品の営業利益に占める家電用の比率は、10%である。	

（3）<資料 3>	の説明として、適切なものを選択肢から選べ。
【選択肢】
ア．試験装置用は、他の製品よりも売上高対営業利益率は高いものの、売上高は減少
している。

イ．燃料電池用は、最も高い売上高増加率を示し、売上高対営業利益率は航空機用を
上回っている。	

ウ．航空機用の製造コストを低減できれば、グラフ中の航空機用の円の位置は、上方
に移動する。

（4）<資料 1>、<資料 2>を見て、2015 年の状況について記述した文中の下線部で、誤っ
ている個所を選択肢から選べ。

製品別の売上高の順位と営業利益の順位は異なっている。自動車用は、全製品の中で売
上高、営業利益がともに第 1位だが、試験装置用は、売上高が第 3位、営業利益は第 2位
である。家電用の売上高は、自動車用の売上高の約 4割で第 2位であるが、営業利益は自
動車用の約 2割で第 3位である。また、自動車用と試験装置用の営業利益の合計は、全製
品の約 8割を占めるが、売上高の合計は、全製品の約 4割を占める。

【選択肢】
ア．試験装置用
イ．家電用
ウ．約 4割で第 2位
エ．約 4割
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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）<資料 1>、<資料 2>、<資料 3>から推察して、製品別の経営方針に関する記述につ
いて、最も適切な組み合わせを選択肢から選べ。なお、この企業では、売上高増加率
10%以上の製品を、成長分野の製品と位置づけている。
　　　
①　家電用は、2年間連続して売上高が減少しており、売上高対営業利益率は全製品中
第 4位であるが、売上高は 2番目に大きいため、直ちに撤退するのではなく、顧
客や競合他社の動向や、コストダウンの可能性などを検討した上で、今後の方針
を定める。

②　燃料電池用は、売上高対営業利益率が全製品中で最も低いため、成長分野の製品
ではあるが、直ちに撤退して人材と資金を非成長分野の家電用に振り向ける。

③　航空機用は、売上高対営業利益率が試験装置用や自動車用に比べて大きく劣るが、
成長分野の製品であり、自動車用で得た利益を研究開発と設備投資にあて、規模
を拡大して競争力を高める。

【選択肢】
ア． ①、②
イ． ①、③
ウ． ②、③
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