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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 29 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 28 年 12 月 4 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）株式会社の経営組織に関する記述中の 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。

株式会社は「所有と経営の分離」を原則としており、株式会社を所有し配当を得るのが
① である。 ① から委任を受けて経営の意思決定を行う機関が ② で

あり、 ③ の選任をはじめ重要な業務について意思決定を行う。

【選択肢】
① ② ③

ア． 株主 株主総会 代表取締役
イ． 代表取締役 株主総会 取締役
ウ． 株主 取締役会 代表取締役

（2）企業のコンプライアンス事例に関する記述について、コンプライアンス違反とならな
いものを選択肢から選べ。

【選択肢】
ア．Ｘ社に入社したＡさんは経理部に配属となり、決算や納税業務の知識を習得した後、

Ｙ社に転職し、Ｘ社で得た決算や納税業務の知識を活かして経理部門で活躍した。
イ．工場で機械を操作する作業員のＢさんは、機械の操作を誤って不良品を作ったこ

とから、上司に「なぜ、操作を間違えた！」と叱責され、その後、上司は話をし
てくれなくなり、無視されるようになった。

ウ．車で通勤をしているＣさんは、会社帰りにレストランで夕食を取ったが、車上荒
らしに遭い私物の鞄を盗まれ、鞄の中に入れてあった会社の緊急連絡先一覧も盗
まれた。

（3）環境問題に関する記述について、下線部の語句のうち誤っているものを選択肢から選べ。

近年、地球規模での温暖化・資源枯渇などの環境問題が顕著になり、日本政府もこの問
題に取り組んでおり、温暖化の原因の１つと考えられている CO2 の排出を大幅に削減する
低炭素社会、限られた資源を有効に活用する循環型社会、を目指す社会として掲げている。
具体的な対策として、企業に CO2 を排出する化石燃料や電気・ガスの使用量に応じて負担
を求める環境税、政府に Reduce・Reuse・Recycle や環境破壊防止など環境に配慮した商
品を優先的に購入することを求めるリサイクル法の導入があげられる。

【選択肢】
ア．低炭素社会
イ．循環型社会
ウ．環境税
エ．リサイクル法
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（4）再生医療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．細胞・微生物の培養や、遺伝子の組み換えの技術による医療であり、従来に比べ
て副作用が少ないことが期待されている。

イ．ヒトから組織・細胞を採取して培養し、修復したい皮膚や軟骨などの組織・臓器
に移植する医療であり、従来に比べて拒絶反応が少ないことが期待されている。

ウ．歩行や筋力トレーニングなどの訓練により、衰えた運動機能を回復させて寝たき
りになることを防ぐ医療であり、健康な老後を送れることが期待されている。

（5）個人の購買力に関する記述中の 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。

個人の所得のうち、税金や社会保障など負担しなければならないものを差し引いた部分
を ① といい、 ① は個人の購買力を測るバロメーターともいわれる。個人の
購買力は社会・経済環境に左右され、日本では 1997 年に ② が引き上げられたこと
などにより、購買力が低下して、 ③ が起こった。

【選択肢】
① ② ③

ア． 給与所得 消費税 リフレーション
イ． 可処分所得 消費税 デフレーション
ウ． 可処分所得 所得税 リフレーション
エ． 給与所得 所得税 デフレーション
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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）ランニングコストの安いコピー機を求めているお客さまを訪問して商談をする際、ビ
ジネス会話を進める順番として、適切なものを選択肢から選べ。

①　見積書を作成する機種とオプション、見積書の送付期限、納入条件（納入日・設
置工事方法など）を口頭で確認し、期限までに見積書を送付することを伝える。

②　お客さまが希望されるランニングコストが安いお奨めの機種とオプションをお伝
えする。

③　天気や健康などの話題で、場の雰囲気をほぐす。
④　好印象を残すために、時間をとってもらったことへの感謝とあいさつをし、次回

訪問の約束をする。
⑤　省電力であり、低価格トナーを使用しているためランニングコストが安いことを、

社内の電力使用試験データや他のお客さまの導入状況などの裏付け情報を用いて
説明する。

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

（2）顧客満足度を高めるための情報収集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。

①　コンビニなどの店舗における商品の種類、販売数、売上高、販売日時などの情報
を POS データといい、売れ筋商品などの販売情報を把握することができる。

②　営業担当者や販売員がお客さまから直接聞いた情報は、商品やサービスに対する
不満や隠れたニーズを知るうえでの貴重な情報である。

③　お客さまから寄せられるクレームは、感情的なことに起因しているため、接客面
での改善には活かせるが、商品やサービス内容の改善に活用することは難しい。

【選択肢】
① ② ③

ア． 誤 誤 正
イ． 正 誤 正
ウ． 誤 正 誤
エ． 正 正 誤
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（3）提案した商品をお客さまが「価格が高い」と意見を述べたときに切り返す話法の記述
の組み合わせとして、適切なものを選択肢から選べ。

①　「たしかにお安いとは言えません。しかし、この価格で毎日の苦労がなくなり快適
にお過ごしいただけるのでしたら、決して高いとは言えないのではないでしょう
か」

②　「お高いとのことですが、他社の商品と品質面や耐久性について比較検討されてみ
ては、いかがでしょうか」

③　「お客さまがお住まいのＡ市では、おかげさまで 30 世帯でご利用いただき、９割
のお客さまから高評価を頂いております。詳細をご案内いたしましょうか」

【選択肢】
① ② ③

ア． Yes-But 法 質問法 引用法
イ． 質問法 Yes-But 法 引用法
ウ． Yes-But 法 引用法 質問法

（4）お客さまからのクレームの件数について分析すると、図のように「氷山」を模したハ
インリッヒの法則に例えられる。顕在クレームと潜在クレームの割合の組み合わせとし
て、適切なものを選択肢から選べ。

【選択肢】
① ②

ア． ４ 96
イ． 30 70
ウ． 40 60

 ハインリッヒの法則 

水面下

①顕在クレーム

氷山

%

②潜在クレーム %
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（5）チームの一員としての行動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．チーム全体で取り組んだ仕事を自分の成果であると上司に報告し、自分の仕事の
やり方をアピールした。

イ．チームメンバーから信頼されるため、自分に与えられた仕事は成し遂げるまで誰
の力も借りないで、一人でやりきった。

ウ．一人ひとりのメンバーが作成した資料を共有サーバーに保存するというチームで
決めたルールに従い、手間がかかったが、すべての資料を保存した。

エ．チームで仕事に取り組み、共通の目標を達成するために、責任者であるチームリー
ダーの意見に従い、自分に与えられた仕事について意見を述べることを控えた。
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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）次の小売業Ａ店の目標に関する記述中の 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。

【選択肢】
① ② ③

ア． 目標 計画 どのレベルに
イ． 計画 目標 どの方法で
ウ． 計画 目標 どのレベルに

（2）議題「本社工場の省力化を図る自動組み立て機導入計画の審議」の会議の議事録の作
成にあたり、記録者が記載するべき事項として、適切なものを選択肢から選べ。

【選択肢】
ア．Ａ社製とＢ社製の組み立て機の性能はほとんど同じだが、アフターケアで信頼で

きるＡ社製を選ぶ意見が多かったことに対する、記録者の意見や感想。
イ．組み立て機の設置場所は工場南側とする意見が多かったが、なお検討するとして

保留になったこと。
ウ．Ａ社製の組み立て機の導入を主張する製造部長と、Ｂ社製を支持する資材課長の

言動や表情からうかがえる、両者の感情や思惑。

（3）統計データの収集・分析に関して、不適切なものを選択肢から選べ。
【選択肢】　

ア．データを収集しまとめる時は、目的を明確にして仮説を立て、その仮説に沿って
分析を行う。

イ．データの収集・分析は、目的が同じであっても実施時期やその地域に応じて収集
すべきデータや分析方法を検討する。

ウ．データをまとめた結果、特異な事象が見えた時は、割合は小さくとも無視しない。
エ．時系列、地域別、商品別など漏れなく多面的に変化をとらえることで、客観的な

分析が可能となり、信頼性が得られる。

１．何を（目標項目）

例：顧客満足度

２．いつまでに（目標期限）

例：来年の 3月末までに

３． （目標水準）

例：来店者アンケートで満足度が 5点満点中 4点以上
現 在

①

②

③
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（4）メディアからの情報収集について、適切なものを選択肢から選べ。
【選択肢】

ア．テレビによる情報収集は速報性や同時性が高いが、題材をあまり深く掘り下げて
いない場合があり、他の情報媒体などで内容を再確認する必要がある。

イ．新聞の記事は公正中立の立場から書かれており、どの新聞社の記事も同じような
内容であるため、各新聞の記事を読み比べるより、一社の記事をじっくり読んだ
方が役に立つ。

ウ．企業が主催するセミナーやイベントに参加することは、仕事の情報収集の対象と
しては適切ではない。

エ．人脈から得られる情報は、あいまいな情報や不確かな情報が多く、利用価値が低い。

（5）オーガニック食品を製造するＸ社に関するＳＷＯＴ分析の表を完成させるため、①～
④のＳＷＯＴの各要素と次のａ～ｄの組み合わせとして、適切なものを選択肢から選べ。

自社（内部環境） 市場（外部環境）
プラス面　 ① ②
マイナス面 ③ ④

ａ．海外から安価な加工食品が輸入され、価格では太刀打ちできなくなっている。
ｂ．食の安心・安全の意識が高まり、価格よりも品質を重視する消費者が増えている。
ｃ．安全な素材を使用した高品質の食品製造技術があり、取引先からの評価が高い。
ｄ．自社ブランドで販売できておらず、市場からの認知度が低い。

【選択肢】
① ② ③ ④

ア． ｃ ｂ ｄ ａ
イ． ｃ ｂ ａ ｄ
ウ． ｂ ｃ ｄ ａ
エ． ｂ ｃ ａ ｄ
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問題 4．次の各事項に関する設問に答えよ。

（1）あるラーメン店で、利益改善策を検討している。現在のラーメンの販売価格は一杯
600 円で、１日に売れる数は 100 杯、ラーメン一杯の費用は 400 円である。次の対策の
うち、実現した場合、最も効果的な利益額の増加策として、適切なものを選択肢から選べ。

【選択肢】
ア．ラーメン一杯の価格を 500 円として、1 日に 200 杯を売るようにする。但し、ラー

メン一杯の費用は 400 円で変わらない。
イ．ラーメン一杯の価格は 600 円と変わらないが、ラーメン一杯につき餃子を一皿サー

ビスして、1 日に 200 杯を売れるようにする。但し、餃子の費用は一皿あたり 50
円である。

ウ．ラーメン一杯の価格と１日に売れる数は変わらないが、安い材料を仕入れること
で費用を 50 円削減する。

（2）次の国税と地方税に該当する税金の名称について、適切な組み合わせを選択肢から選べ。

【選択肢】
① ② ③ ④

ア． 所得税 事業税 固定資産税 不動産取得税
イ． 事業税 所得税 固定資産税 不動産取得税
ウ． 所得税 事業税 不動産取得税 固定資産税
エ． 事業税 所得税 不動産取得税 固定資産税

（3）次の製造物責任法（PL 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．製造物責任法は、製造業の健全な発展に寄与することを目的とした法律である。
イ．製造物責任法は、自動車など求められる品質が高い製品を対象としているため、

子どもの玩具を製造している事業者は製造物責任法上の責任を問われない。
ウ．製造物責任法は、未加工の農林水産品は対象外なので、トマトやキャベツなどの

野菜の生産者は製造物責任法上の責任を問われない。

税の性格 国税 地方税 
利益に応じてその一部を納め
る税 

 ① 、法人税など 住民税、 ② など 

財産を持っている事実にもと
づいて納める税 

相続税、贈与税など  ③ 、自動車税な
ど 

消費している事実にもとづい
て納める税 

消費税、酒税など 地方消費税、ゴルフ
場利用税など 

財産や権利の移転に際して納
める税 

印紙税、登録免許税
など 

 ④ など 
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（4）次の社会保険の適用例に対応した、 に入れるべき社会保険の名称の組み合
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． 養老保険 傷害保険 雇用保険 労災保険
イ． 養老保険 生命保険 労災保険 医療保険
ウ． 公的年金 医療保険 雇用保険 労災保険
エ． 公的年金 生命保険 労災保険 傷害保険

（5）次のａ～ｃの記述に対応する労働時間に関する考え方や制度などの組み合わせとして、
適切なものを選択肢から選べ。

ａ． ① は、仕事と私生活のどちらを犠牲にするのではなく、いずれも充実さ
せようとする考え方で、労働者の意識の変化の一つである。

ｂ． ② では、１週間、１か月間といった一定期間の総労働時間をあらかじめ
定め、出社・退社の時間は労働者が自主的に決めることができる。

ｃ．育児・介護休業法では、 ③ 歳未満の子どもを養育する労働者に対して、
所定時間外労働の免除、短時間勤務などが認められている。

【選択肢】
① ② ③

ア． ワークライフバランス 裁量労働制 ４
イ． ワークライフバランス フレックスタイム制 ３
ウ． ワーキングホリデー 変形労働時間制 ２

【適 用 例】 

：老後の生活、遺族の生活、重度障がい者の生活を保障 

   ②  ：病気やけがをした場合の治療費を補てん 

介護保険  ：介護を受ける状態になった場合の介護費用を補てん 

   ③  ：失業した場合の所得の減少を補てん 

   ④  ：業務上又は通勤途上の事故や災害に一定の給付 

社会保険 

   ①  
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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　2016.2.2）

原文は、著作権の問題上、掲載できません
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（1）最近の農林水産物 ･ 食品の輸出動向について、適切なものを選択肢から選べ。
【選択肢】

ア．2015 年の農林水産物 ･ 食品の輸出額が 7452 億円で前年比 21.8％増という結果を受
けて、政府は 2020 年までに１兆円達成という目標を新たに設定した。

イ．農林水産物 ･ 食品の輸出が増えている理由の１つは、政府が取り組んだ各国との
検疫協議の成果が出たことである。

ウ．輸出先を地域別に見るとアジア向けが７割を超え、香港・台湾・中国・韓国など
アジアの国や地域が上位を独占している。

（2）農林水産物 ･ 食品の輸出額の動向について、適切なものを選択肢から選べ。
【選択肢】

ア．農林水産物の輸出額のこの 10 年の内訳を水産物、林産物、農産物でみると、林産
物は非常に割合が少なく、林産物の金額は全く増えていない。

イ．農産物は、飲料類の割合が大きく、清涼飲料水、日本酒、日本酒を除くアルコー
ル類、緑茶を合わせた飲料類合計の 2015 年輸出額は、農産物全体の１割を超えて
いる。

ウ．水産物は、ホタテ、サバ、ブリの主要３品目が占める割合が大きく、2015 年には
主要３品目だけで、水産物全体の輸出額の 50％を超えている。

（3）主な輸出品目の 2015 年の動向について、適切なものを選択肢から選べ。
【選択肢】

ア．ホタテの輸出額が 1.32 倍になったのは、中国や台湾の引き合いが強く単価が 1.5
倍から２倍になったためであり、出荷の量が増えたためではない。

イ．和牛は、輸出額が前年より 28 億円増加したが、これは新たに輸出が始まったブラ
ジルへの輸出額に相当する。

ウ．日本酒の輸出量が清涼飲料水を上回るほど急成長した理由は、海外で日本酒を提
供するレストランが、2015 年７月時点で８万９千店に達したからである。

エ．日本酒以外の加工品も輸出は好調で、ソース類、清涼飲料水、緑茶、しょうゆは、
いずれも 2014 年から 2015 年への輸出額の伸び率が 10％を超えている。
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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）農林水産物 ･ 食品の輸出に関して保冷以外の物流業者の対応として、下記項目の組み
合わせの中より、適切なものを選択肢から選べ。

【物流業者の対応】
①スピードを重視して、高速輸送を可能にしている。
②大口貨物を大量に輸送するために、船便を活用している。
③価格を引き下げて、物量を増やそうとしている。
④取扱局を増やして、物量を増やそうとしている。
⑤農林水産物の鮮度を保つために、低酸素状態にして輸送する。

【選択肢】
ヤマト運輸 日本郵便 日本郵船グループ

ア． ①③ ②④ ①⑤
イ． ②⑤ ①③ ②④
ウ． ①③ ①④ ②⑤
エ． ②⑤ ①③ ②③

（5）農林水産物の輸出に関する記事の内容と社会・経済などの動向を組み合わせた次の文
中の下線部において、適切なものを選択肢から選べ。
　　　

日本の農林水産物の輸出額が 3 年連続で過去最高を記録した背景には、輸出先国の輸入
規制の緩和や海外の和食レストランが８万９千店になるなど、和食人気の広がりがある。
農林水産物の輸出額の推移のグラフと社会・経済などの動向についてみてみると、2007 年
には、政府が国内外からの観光旅行を促進するために観光立国推進基本法を施行し、2010
年には、世界に誇れる日本発の文化を海外に積極的に発信するおもてなし戦略を経済産業
省が推進した。ところが、2008 年に世界同時不況、2011 年には東日本大震災の発生、円安
による経済の低迷などの影響を受けて、農林水産物の輸出額は 2009 年から 2012 年までは
横ばいとなり伸び悩んだ。しかし、2013 年に日本銀行による大胆な金融緩和の実施、ユニ
セフによる和食の世界無形文化遺産への登録や、2020 年の東京オリンピック開催の決定な
どの追い風を受け、また、物流業者の輸送品質の向上などの影響も伴って、近年の農林水
産物の輸出は増加傾向にある。

【選択肢】
ア．日本発の文化を海外に積極的に発信するおもてなし戦略
イ．円安による経済の低迷などの影響
ウ．日本銀行による大胆な金融緩和の実施
エ．ユニセフによる和食の世界無形文化遺産への登録
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問題 6　次のケースを読んで各問に答えよ。

田端沙紀は、Ａ県内の温泉地にある客室数約 70 室の観光ホテル「ふじみ埜」で働く入社
４年目の社員で、営業課に勤務している。上司である向井課長の指示を仰ぎながら、旅行
代理店との打ち合わせや、客室係、宴会場係、レストラン係などの関係部門との調整業務
を行っている。最近では、宿泊プランの企画・立案を任されることも増えてきている。また、
今年の４月からは、入社したばかりの新人、山中洋介の指導も任されている。

ふじみ埜は、数年前に一部の客室に富士山が見える露天風呂を導入するなどリニューア
ルを行った。それがカップルや若い女性客を中心に評判で、順調に売り上げを伸ばして、
地域で２番目の宿泊者数を維持してきた。しかし、ここ数か月は宿泊者数が前年を割る月
が目立つようになってきている。田端は、向井課長から宿泊者数減少に歯止めをかけるア
イデアを考えておくように言われていた。向井課長の調べでは、同じ温泉街で最大手の観
光ホテル「しみず家」が、地元の海産物を楽しめる宿泊プランで人気を集めており、ふじ
み埜の宿泊者数の減少は、このプランの売出し時期と一致しているとのことであった。また、
田端が宿泊者数の客層別データの推移を調べたところ、減っているのはもともとふじみ埜
が伸ばしてきたカップルや若い女性客であった。

田端は、「ホテルのレストランが、バイキング中心でメニューが代わり映えしない。」と
何度か女性のお客さまから指摘されたこともあり、レストラン部門の魅力が落ちているこ
とも原因ではないかと推測していた。そこで、魅力的なディナーを企画し、それを宿泊とセッ
トにしたプランが有効ではないかと考えていた。

向井「田端さん、先日検討をお願いしたしみず家に対抗するための宿泊プラン、具体的
にまとめてくれるかな？良い企画があれば、ダイレクトメールを中心に集客した
いと思います。」

田端「わかりました。ディナー企画と宿泊を組み合わせたプランができないか考えてい
ます。具体的な案を作ってご相談します。」

（1）田端がディナー企画付きのプランを検討する上で、意識すべきポイントとして最も適
切なものを選択肢から選べ。

【選択肢】
ア．人気のあるしみず家の宿泊プランの特徴を真似するように意識すること。
イ．宿泊プランの料金をしみず家よりも安くできるようにコストを意識すること。
ウ．ふじみ埜が持っている眺望、料理や接客などの強みや取り巻く環境を意識すること。
エ．ふじみ埜を利用したことがないお客さまへのアピールを意識すること。

田端はいくつかのアイデアを考えたが、その中でも、ふじみ埜の料理長が以前イタリア
ンレストランのシェフであったことを活かして、最近雑誌などにも取り上げられている、
地元産の有機野菜を使ったイタリア料理を提供するプランを企画することにした。料理長
とも打ち合わせをしながら完成させた企画書を向井課長に提案し、了承を得ることができ
たので、田端はいよいよ宿泊プランの具体的な準備を始めることになった。

向井「田端さん、これが今度の８月のレストランと客室タイプ別の予約状況です。すで
に団体のお客さまの予約が入っている日があるので注意してください。また、普
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段からつきあいがある農家の方々の連絡先もお知らせしておきます。ここに問い
合わせて、企画に必要な夏野菜を納入してもらえる時期を確認してください。確
認が終わったらプランの開催期間を決めてください。今回は初めての試みだし、
期間を１泊２日のプランで４回の開催に限定して、旬にこだわった期間限定の希
少プランというイメージを出してみましょう。」

田端「分かりました。すぐに取り掛かります。山中さんは、農家の方に連絡をとっても
らえますか？」

山中「はい、早速連絡してみます。」

宿泊プランの開催日程を決めるにあたって、田端は次のとおり条件を整理した。
①　シングル、ダブルおよびツインルームの合計で、のべ 50 名分の空室があるか、ま

たは、ダブルとツインルーム合計で、25 部屋以上の空室があること。
②　レストラン「ＦＵＪＩ」か「シーサイド」のいずれかで貸し切りディナーが可能

であること。
③　今回使用する有機野菜の仕入れ可能期間は、８月 10 日から８月 26 日までである

こと。
④　レストランスタッフの８月の休暇取得予定を踏まえ、料理長が出勤し、かつ副料

理長または主任のどちらかが出勤している日とすること。

⑤　上記①～④の条件を満たす１泊２日のプランを４回連続で開催できること。

＜ホテルふじみ埜の８月のレストラン・客室の予約状況＞

※ ○は貸し切りディナーが可能なレストランの日程

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

レストラン
FUJI ○ ○ ○ × × × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ × ○ ○ ○ × ○
シーサイド ○ ○ × ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ × × ×

空室数
シングル 15 13 14 7 10 14 19 17 16 8 14 12 15 17 16 17 17 17 17 12 20
ダブル 15 16 18 7 12 13 15 21 21 12 13 15 12 16 19 21 20 18 22 17 23
ツイン 8 9 10 6 8 10 12 12 13 8 10 9 11 10 10 13 14 11 9 9 13

施設

＜休暇取得予定＞
料理長 8月 9日（火）、10 日（水）、15 日（月）、17 日（水）、22 日（月）、23 日（火）
副料理長 8月 8日（月）、12 日（金）、16 日（火）、19 日（金）、24 日（水）、25 日（木）
主任 8月 8日（月）、9 日（火）、15 日（月）、18 日（木）、22 日（月）、26 日（金）
⑤１泊２日のプランを４回開催できるよう、４日連続で①～④の条件を満たす期間であること。
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（2）田端は上記の①～⑤の条件から、宿泊プランの開催に適した日程を決めた。田端が選
んだ日程を選択肢から選べ。

【選択肢】
ア．８月 11 日～ 14 日
イ．８月 13 日～ 16 日
ウ．８月 18 日～ 21 日
エ．８月 24 日～ 27 日

宿泊プランの開催日程も固まり、田端はいよいよ既存のお客さまへのダイレクトメール
の送付や、宣伝用ホームページ、告知用メールマガジンなどの準備を始めた。

向井「田端さん、そろそろプランの告知準備に入ってください。旅行代理店の店頭での
勧誘などの他に、既存のお客さまへのダイレクトメールや、ホームページによる
宣伝もしましょう。それぞれの告知が同時にスタートできるよう調整してください。」

田端「分かりました。」

田端は、向井から「いろいろな準備を同時に進める場合は、PERT 図を使うと分かりや
すい。」とのアドバイスをもらい、以下の PERT 図を準備した。

（3）田端が告知を完了させるには最短で何日かかるか、適切なものを選択肢から選べ。
【選択肢】

ア．15 日
イ．16 日
ウ．17 日
エ．18 日

１ 2 10

73

4

5 98
2日 4日6日

5日

6日5日

1日2日

1日

社内関係者
打ち合わせ

ホームページ
作成

ダイレクトメール
デザイン

ダイレクトメール
印刷

ダイレクトメール
発送準備

送付先リスト作成

4日

ホームページ
構成決定

ホームページ用
イラスト・写真準備

採用イラスト・
写真の決定

2日
ホームページ更新
メールマガジン送付

ダイレクトメール
送付

6

メールマガジン
作成
2日

ダミー作業
0日
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ダイレクトメールやメールマガジンの発送予定日が８日後に迫るなか、田端がレストラ
ン部門との打ち合わせを行っていたところ、ダイレクトメールの印刷を依頼していた村上
印刷から急ぎの電話が入った。

村上「田端さん、先日ご相談を受けたダイレクトメールですが、発注書をまだいただい
ておりません。」

田端「えっ？ダイレクトメールの作成は決まっていますので、もう発注しているはずで
すが。」

村上「デザインやイラストなどについての打ち合わせは終わっていて、内容の確認も済
んでおります。山中さんには決まったら正式な発注書をくださいとお願いしてい
たのですが。発注されるのなら、FAX でもかまいませんのですぐに発注書を送っ
てください。」

田端「分かりました。すぐに確認して手続します。」
村上「できる限り早く印刷作業に取り掛かりますが、このままだとご希望の納期に間に

合わないかも知れません。」

田端は、発注の事務手続きを任せていた山中に対し、状況を確認することにした。
田端「山中さん、先ほどの村上印刷からの連絡、正式な発注書が送付されていないので

印刷に取り掛かれない、というものだったの。まだ、やっていなかったの？」
山中「すみません。村上印刷とは印刷面のデザインの確認まで終わらせていたのですが、

メールマガジンの作成に時間を取られているうちに、抜けてしまいました。」
田端「正式発注が遅れてしまったせいで、このままでは印刷が間に合わないかも知れな

いらしいの。」
山中「あの、私の勘違いでこうなってしまったので、私が村上印刷まで行ってお願いし

てきます。」

（4）山中が村上印刷まで自分が行く、という申し出に対し、田端はどのように対応すべき
か。最も適切なものを選択肢から選べ。

【選択肢】
ア．山中の申し出の通り、すぐに注文書を持たせて村上印刷に行かせ、必ず納期に間

に合うように交渉してくるように指示をする。
イ．山中にすぐに注文書をＦＡＸさせた後、印刷がいつまでに終わればスケジュール

に間に合うのか確認させ、もし日程調整が難しいようであれば、田端が村上印刷
と交渉する。

ウ．山中にすぐに注文書をＦＡＸさせた後、山中を連れて２人で村上印刷を訪問し、
山中に注文書が遅れた理由を説明させて、村上印刷に納期通りに印刷するように
交渉する。

村上印刷との調整の結果、ダイレクトメールの印刷も期限に間に合い、プランは無事に
終了した。お客さまの反応も上々で、田端も自分の企画について手ごたえを感じていた。

向井「田端さん、今回の宿泊プラン、なかなか好評だったよ。顔なじみのお客さまも、
また来たい、と言ってくださった。」
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田端「ありがとうございます。そう言っていただけると嬉しいです。」
向井「今回のプランは初の試みだったけど、今後、もっとよいプランになるように考え

ていきたいね。早速だけど、今回お客さまからとったアンケートの結果も参考に
しながら、次のプランの検討を始めてもらえるかな？」

田端「分かりました。すぐに検討を始めます。」

田端は、今回宿泊したお客さまに対し、各サービスの評価を５点満点で記入するアンケー
トを行っていた。田端は山中に、項目ごとに性別、年代別の評価を集計してもらい、次回
の宿泊プランを考えることにした。

（5）田端が新たなプランを考える上で考慮すべきポイントとして、最も適切なものを選択
肢から選べ。

【選択肢】
ア．食事についての満足度が低かった 50 代以上の男性・女性向けのサービスを強化す

るために、部屋で朝食、夕食をとれる企画を検討する。
イ．30 代に対しては引き続き類似のプランを企画し、40 代、50 代以上向けに食事を見

直し、接客を工夫した別プランを検討する。
ウ．20 代の男性・女性の価格への満足度の低さを補う対策として、温泉施設の充実を

図る。

平均評価（5点満点）
男性 女性

20代 30代 40代 50代以上 男性平均 20代 30代 40代 50代以上 女性平均

従業員の接客 3.9 3.3 2.8 2.3 3.1 4.5 3.5 2.8 2.6 3.4 3.2

食事（朝食） 3.6 3.7 3.5 2.6 3.4 4.0 3.9 3.8 2.5 3.6 3.5

食事（夕食） 3.6 3.8 3.7 2.5 3.4 4.5 4.5 3.2 2.6 3.7 3.6

部屋 3.5 3.4 3.5 2.5 3.2 4.0 4.3 3.9 2.7 3.7 3.5

温泉施設 3.0 3.1 3.3 3.1 3.1 4.0 4.1 4.2 3.6 4.0 3.6

価格 2.0 3.2 3.5 3.8 3.1 2.4 3.3 3.6 3.9 3.3 3.2

全平均

＜アンケート集計結果＞
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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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問題 7．次の資料１、２、３は、あるホームセンターの、商品カテゴリー別の売上高及び
営業利益、年代別売上高及び購入客数、売上高対固定費率及び売上高対変動費率の
グラフである。これらの資料を見て問に答えよ。

<資料１> 年度別売上高（商品カテゴリー別）及び営業利益

<資料２> 2015年度商品カテゴリー別・年代別売上高及び購入客数

<資料３> 2015年度商品カテゴリー別  売上高対固定費率及び売上高対変動費率

50% 60% 70% 80% 90% 100%
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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．2015 年度は営業利益が０円となっているが、2013 年度、2014 年度はプラスとなっ
ており、営業利益率は 2014 年度のほうが 2013 年度より高くなっている。

イ．2013 年度に対する 2015 年度の売上高の増加率が最も高いのはＤＩＹ用品であり、
次いで園芸用品である。

ウ．2013 年度と 2015 年度の売上高を比較すると、売上高の減少額で最も大きいのは
カー用品で、園芸用品の増加額を上回っている。

（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．ＤＩＹ用品の売上高に占める 60 代以上の割合は、約 30％である。
イ．商品カテゴリー別の売上高に占める年代別の割合で、20 代～ 30 代が最も高いのは、

家庭用品である。 
ウ．年代別で売上高が最も小さいのは、60 代以上である。

（3）< 資料１>、< 資料２> を見て、売上高の状況についての記述①～④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　2015 年度の１人あたりの購入金額が最も高いのはＤＩＹ用品で、2013 年度から

2015 年度の売上高の増加額が最も大きい。
②　60 代以上の売上高の割合が最も大きい園芸用品は、2013 年度から毎年売上高が増

加している。
③　2013 年度から毎年売上高が増加しているＤＩＹ用品の年代別の、売上高の割合が

最も大きいのは 40 代～ 50 代である。
④　家庭用品は 2013 年度から 2015 年度で、毎年売上高が最も大きい商品カテゴリー

であるが、2015 年度の１人あたりの購入金額は最も低い。
【選択肢】

① ② ③ ④
ア． 正 誤 誤 正
イ． 正 正 誤 誤
ウ． 誤 誤 正 正
エ． 誤 正 正 誤
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問題を読みやすくするために、この
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（4）< 資料１>、< 資料３> を見て、下記の 2015 年度の損益分岐点グラフがどの商品カテ
ゴリーを表したものか、適切なものを選択肢から選べ。

【選択肢】
ア．家庭用品
イ．園芸用品
ウ．ＤＩＹ用品

（5）< 資料１>、< 資料２>、< 資料３> を見て、2016 年度の営業利益増加に向けて、各
商品カテゴリーの売上高の変動や 2015 年度の営業損益などから、それぞれの販売方針
をたてた。各記述がどの商品カテゴリーの説明かを判断して、①～④の に入
れる字句の組み合わせとして、適切なものを選択肢から選べ。

・  ① の 2015 年度損益は黒字となっており、毎年売上高も伸びているため、品
揃え、売り場の拡大をする。

・  ② は売上高の減少が大きく、2015 年度損益も赤字となっているが、売上高
は最も大きいため、売り場の縮小ではなく、品揃えの見直しをする。

・  ③ の 2015 年度損益は黒字となっており、当店の売上を牽引する 60 代以上の
売上割合が最も高い約 48％を占めており、品揃え、売り場の拡大をする。

・  ④ の 2015 年度損益は０円となっているが、売上高は最も小さく、売上高の
減少も大きいため、品揃えの見直しと売り場の縮小をする。

【選択肢】
① ② ③ ④

ア． 園芸用品 家庭用品 ＤＩＹ用品 カー用品
イ． 家庭用品 ＤＩＹ用品 カー用品 園芸用品
ウ． ＤＩＹ用品 家庭用品 園芸用品 カー用品
エ． カー用品 ＤＩＹ用品 家庭用品 園芸用品
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＜メモ欄＞
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