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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　令和元年度前期

・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 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。

・合否の発表は令和元年 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　令和元年 7 月 7 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





11

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）国内で自動車を生産し米国に輸出している日本企業の為替レートの変動への対応に関
する記述について、最も適切なものを選択肢から選べ。

【選択肢】
ア．円高が進むと、ドルに換算した製品価格が上昇して、価格競争力が失われるため、

米国をはじめ海外での生産比率が増加する傾向にある。
イ．円高が進むと、ドルを円に交換した際に、これまでより多くの円を得られるため、

価格競争力のある輸出に力を入れる企業が増える。
ウ．円安が進むと、輸入品の円での調達価格が下がるため、素材や製品の調達先を国

内から海外に切り替える企業が増える。

（2）気候変動対策の国際的な枠組み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。

「京都議定書」は 2020 年までの廃棄物排出削減目標の国際的な枠組みで、途上国のみの
削減目標を定めたものである。そのため効力に疑念が残り、米国が参加しないなどの問題
もあった。「京都議定書」の次の新たな枠組みが「パリ協定」で、先進国、途上国を問わず、
全ての国が地球温暖化の原因となる温室効果ガスの削減に取り組むことを約束している。

【選択肢】
ア．廃棄物
イ．途上国
ウ．パリ協定

（3）ダイバーシティ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．企業などで社員が個々の席を持たずノートパソコンやキャビネットを活用して、
好きな席で仕事をすることにより、コミュニケーションの促進を図ること。

イ．長時間労働の抑制や子育てを行いやすい柔軟な働き方などで、労働者の仕事と私
生活の調和を図ること。

ウ．多様化する社会のニーズに対応するために、性別、人種、国籍などが異なる多様
な人材を積極的に活用すること。
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（4）自動運転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。

自動運転には、ＡＩ、センサー、 ① といった技術が必要であり、そのため自動
車メーカーだけでなく、 ② も開発に参入している。自動運転の実用化にあたり、
実際の道路を利用して実験するため、道路の利用許可に ③ の協力も必要である。
自動運転の成果のひとつとして ④ の人手不足対策になると期待されており、無人
配送の実証実験などが進められている。

【選択肢】
① ② ③ ④

ア． 燃料電池 エネルギー企業 国や自治体 物流
イ． ＩｏＴ ＩＴ企業 公共交通機関 自動車業界
ウ． 燃料電池 エネルギー企業 公共交通機関 自動車業界
エ． ＩｏＴ ＩＴ企業 国や自治体 物流

（5）企業の取り組み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。

企業には、様々な利害関係者（ ① ）に対して社会的責任が求められており、そ
れを ② と呼ぶ。例えば、適切な情報開示、環境への配慮、地域雇用の創出、従業
員に対する適切な労働環境の提供などである。

また、株主や投資家などに対する情報開示の一環として、決算報告や経営戦略を開示す
る年次報告書を ③ と呼ぶ。

【選択肢】
① ② ③

ア． ストックホルダ― ＣＳＲ ディスクロージャー
イ． ステークホルダー ＣＳＲ アニュアルレポート
ウ． ステークホルダー ＢＣＰ ディスクロージャー
エ． ストックホルダ― ＢＣＰ アニュアルレポート
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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）企業の組織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。

企業には、事業目的を達成するために直接的な活動を行うライン部門と、ライン部門が
活動しやすいように ① するスタッフ部門がある。小売業であれば、 ② が
ライン部門、 ③ がスタッフ部門の一例である。

【選択肢】
① ② ③

ア． 支援 営業部門 総務部門
イ． 指揮命令 営業部門 総務部門
ウ． 支援 商品企画部門 営業部門

（2）営業部の田中とお客さまとの会話の言葉づかいに関する記述について、下線部の語句
のうち最も適切なものを選択肢から選べ。

お客さま「先日、遠山部長、広瀬課長にお話しした見積書ですが、弊社の都合で急ぐこ
とになりました。本日中に頂くことは可能でしょうか？」

田中「申し訳ございません。まことにおそれ入りますが、明日の夕方までお待ちいただ
けませんでしょうか。決裁者の遠山部長様があいにく本日不在にしており、課長
の広瀬は明日の午前に決裁されるとおっしゃっておりました。明日の夕方にわた
くしが御社に見積書を持っていきます。」

【選択肢】
ア．遠山部長様
イ．課長の広瀬
ウ．おっしゃっておりました
エ．持っていきます

（3）チームワークを発揮する行動に関する記述について、最も適切なものを選択肢から選べ。
【選択肢】

ア．後輩が困っているように感じたが、後輩の指導は上司の役割なので、自分は与え
られた仕事に集中することにした。

イ．自分の仕事が早く終わったので、自分の判断で他の人の仕事も先回りして行い、
上司に仕事の速さをアピールした。

ウ．全員が見えるところに、部門目標の達成状況を見やすいグラフにして掲示し、各
人が現状を理解でき、達成時の喜びを分かち合えるようにした。



4

（4）企業を取り巻く環境変化への対応に関する記述について、最も適切なものを選択肢か
ら選べ。

【選択肢】
ア．買い物にも使えるＩＣカード乗車券のように、多数のサービスや機能を最小限の

手間で活用できることをシームレスといい、情報社会の変化への対応である。
イ．不採算部門を縮小して、成長部門に経営資源を集中して事業の再編成を行い、収

益性の向上を図ることをＭ＆Ａといい、事業環境の変化への対応である。
ウ．環境破壊を防ぐため、環境負荷を削減し、限られた資源を再利用し有効活用する

社会を目指すことをグローバル化といい、地球環境をめぐる変化への対応である。

（5）美容室の販売促進策について、お客さまを見込み客から得意客までステップアップさ
せる過程ａ～ｃに対応した組み合わせとして、適切なものを選択肢から選べ。

① 会計をする際に、次回来店時に使える割引券を渡す。
② 店の前の通行人に対して、お店のチラシを配布する。
③ お客さまの名前と好みの髪型やサービスを覚えて、お客さまの来店時に、好みにあっ

た髪型やサービスを提案する。

【選択肢】
ａ ｂ ｃ

ア． ① ③ ②
イ． ② ③ ①
ウ． ② ① ③
エ． ① ② ③

 

ａ 

ｃ 

ｂ 
得意客

リピーター

新規顧客

見込み客



5

問題 3．次のビジネス活動に関する問に答えよ。

（1）ある総務担当者の業務について、重要度と緊急度から判断して取り組む優先順位とし
て、最も適切なものを選択肢から選べ。

①　上司から来週中に提出するよう指示されている若手社員の育成計画を見直して、
より効果的な計画を立案する。

②　複数のお客さまから、当社からの請求書が届いていないとの連絡があり、状況を
確認して回答する。

③　上司から来週中のお客さまと部長との打ち合わせの日程調整を依頼され、お客さ
まと部長のスケジュールを確認して、打ち合わせの日時を決定する。

④　上司から来月の末日までに社内懇親会の企画の提案を依頼され、懇親会の内容を
検討して企画書を作成する。

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

（2）新規に導入した受注システムの誤入力を削減するための対策を、企画立案するプロセ
スの順序として、適切なものを選択肢から選べ。

①　誤入力の影響と原因を、入力担当者とシステム担当者にヒアリングする。
②　誤入力の対策について、入力担当者とシステム担当者の意見を参考に、対策の費

用対効果や導入のしやすさなどを検討し、具体策を検討する。
③　入力方法の再教育、誤入力しにくい画面への変更、誤入力をチェックする担当者

の配置、バーコード入力への変更などの誤入力の対策を、自由な発想で列挙する。
④　誤入力の影響・原因と、その対策、かかる費用やスケジュールなどを分かりやす

く取りまとめる。

【選択肢】
ア．①→②→④→③
イ．①→③→②→④
ウ．③→②→①→④
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（3）環境問題の解決につながる新素材を開発したメーカーⅩ社について、次のクロスＳＷ
ＯＴ分析シートで、空欄 a ～ d に入れるべき①から④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　東南アジアに主要拠点を持つＹ社に生産を委託して、東南アジア市場への販売に
集中し、Ｚ社の主要拠点がある欧州市場での競争を回避する。

②　自社の技術が環境問題の解決につながることを、ＣＭなどで消費者にアピールする。
③　新素材の特許を出願して権利化し、他社の参入を阻止する。
④　東南アジアなど、近年、環境保護意識の高い地域に生産委託先を確保し、安定供

給できる体制を整える。

【選択肢】
a b ｃ d

ア． ① ④ ③ ②
イ． ② ③ ④ ①
ウ． ③ ① ② ④
エ． ④ ① ② ③

  市場（外部環境） 

機会 脅威 

 

世界的に環境保護意

識が高まっている 

Ｚ社が類似品の開発

に参入している 

強み 
環境問題の解決につなが

る新素材の技術がある 
a b 

弱み 
資金力が弱く、自社の生

産設備を保有していない 
c d 

自
社
（
内
部
環
境
）
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（4）あるレストランの来客数が減少している原因を調べるために、ロジックツリーを作成
した。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。

【選択肢】
① ② ③ ④

ア． 宣伝不足 味に不満がある 新規顧客の減少 所得の減少
イ． 味に不満がある 所得の減少 新規顧客の減少 宣伝不足
ウ． 所得の減少 味に不満がある 宣伝不足 新規顧客の減少

（5）プレゼンテーショ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．プレゼンテーションの目的は、自分の提案を相手に理解してもらうことであるた
め、相手の興味や要求にとらわれず、自分の提案を詳しく説明することが重要で
ある。

イ．相手に対する説明で内容を十分に伝えられなくても、資料を読んでもらえば伝わ
るので、プレゼンテーションで最も重要なのは資料である。

ウ．プレゼンテーションは、相手の理解度を確認しながら進め、場合によっては、事
前に組み立てた説明の順序を変えたり、補足説明をしたりするなどして対応する。

 ①

他店への流出    価格に不満がある  

    リピート客の減少    サービスに不満がある 

外食回数の減少            ②

健康志向の高まり  

 来客数の減少  

④

        ③      

外観、内装の問題  

メニューの問題   

店の存在が 
知られていない 

店舗コンセプト
が分かりにくい 

周囲の通行者数が 

減少している 
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問題 4．次の各事項に関する設問に答えよ。

（1）文房具を販売するＡ社は、1 個 500 円で仕入れた商品Ｘを 1,000 円で、毎月 100 個販
売している。利益を最も増やすための取り組みとして、適切なものを選択肢から選べ。

【選択肢】
ア．販売価格を 10％値下げして、販売数が 20％増加するようにする。
イ．商品Ｘの購入者に、1 個 50 円で仕入れたキャラクターグッズをもれなくプレゼン

トするキャンペーンを実施し、販売数が 10％増加するようにする。
ウ．仕入先を変更して 1 個 400 円で仕入れられるようにする。

（2）小売業Ｂ社は、仕入先のＣ社から商品を仕入れて販売しており、当月中に仕入れた商
品の代金を、翌々月の 10 日に現金で支払っている。以下の信用取引に関する記述として、
適切なものを選択肢から選べ。

< 仕入れと支払いの実績 >
３月 ４月 ５月 ６月 ７月

仕入れ 20 万円 30 万円 30 万円 20 万円 25 万円

支払い 20 万円 20 万円 ① ② 30 万円

支払いは期日どおりに行われ、遅延はなかったものとする

【選択肢】
ア．３月の仕入れ 20 万円の支払いは５月なので、①は 20 万円である。
イ．４月に仕入れた商品代金の 30 万円は、支払期日が５月 10 日のため、①は 30 万円

である。
ウ．６月の支払い②は 30 万円で、６月 30 日に支払った。

（3）情報の取り扱い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．飲食店が利用客に対して、「抽選によりプレゼントを差し上げています。そのため、
お名前とご住所をお書き下さい」と記載したアンケートに回答してもらい、記載
された名前と住所をもとに割引キャンペーンのダイレクトメールを送付した。

イ．インターネット上で公開されている写真が、自社の商品イメージにふさわしかっ
たので、自社商品のパッケージデザインに使用した。

ウ．自分がアルバイト先の営業担当者だったときに、集めたお客さまのリストを、ア
ルバイト先のサーバーから自分のＵＳＢメモリにダウンロードしていたので、就
職先の営業活動に利用した。

エ．自社の新製品を紹介している新聞記事の切り抜きを商談中のお客さまにお見せし
て、新製品をアピールした。
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（4）次の給与明細から抜粋した部分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．支給合計の金額が給与受取口座に入金される。
イ．控除とは、給与支給額から差し引かれる費用で、社会保険料や税金など、本人負

担分を会社が預かり、本人の代わりに関係機関に支払うものである。
ウ．所得税は、所得が多いほど税率が高くなる超過累進税率が適用され、１年間の支

給合計金額に対して課税される。

（5）労災保険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。

労災保険（労働者災害補償保険）は、労働者が業務中や ① で事故や災害にあっ
た場合に給付される保険である。対象となる労働者は、パート、アルバイト等の短時間労
働者を ② すべての労働者で、保険料は ③ が全額負担する。

【選択肢】
① ② ③

ア． 業務外 含む 労働者
イ． 通勤途上 除く 会社
ウ． 業務外 除く 労働者
エ． 通勤途上 含む 会社
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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　2018.8.3）

原文は、著作権の問題上、掲載できません
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（1）ＡＩの導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．ＡＩやロボットなどの新技術が普及したことで、従来は人が担っていた業務を機
械が代替することが増えてきているが、日本では活用が遅れている。

イ．内閣府による企業の意識調査によると、新技術の導入で減る見込みの仕事として、
一般事務・受付・秘書や会計・財務・税務があげられた。

ウ．内閣府の調査によると、ＡＩを導入済み、または導入を検討していると回答した
企業は 16％であった。

（2）日本の新技術の活用状況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。

経済財政白書によると、日本の新技術の導入は他国に比べて遅れている。仕事でＩＴを
使う頻度を他国と比較すると、日本は、韓国、米国、カナダ、英国、フランス、ドイツを
加えた７か国中で ① となっており、課題として ② があげられている。

また、日本は定型業務が多いと分析され、その度合いを他国と比較すると、７か国中で
高い方から ③ 番目となっており、最も度合いの低い米国と比べて ④ ポイ
ント以上の差がある。

【選択肢】
① ② ③ ④

ア． ５位 ＩＴ人材の育成 １ 0.8
イ． ７位 ＩＴ人材の育成 ３ 0.4
ウ． ５位 設備投資 ３ 0.8
エ． ７位 設備投資 １ 0.4

（3）新技術と生産性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。

①　モノとネットが繋がるＩｏＴやＡＩを導入した企業は、そうでない企業に比べて、
生産性の伸び率が 10％高いという推計がある。

②　ＩｏＴやＡＩの導入と同時に、教育訓練も実施した企業は、生産性の伸びが２割
以上に高まるという試算がある。

③　新技術の導入は生産性に直結するため、導入するだけでなく先端技術を専門的に
扱う人材も必要になる。

【選択肢】
① ② ③

ア． 正 正 誤
イ． 誤 正 正
ウ． 誤 誤 正
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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）教育訓練や自己啓発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．働き手が自己啓発に取り組んだ場合、そうでない場合に比べて、年収が２年後に
9.9 万円、３年後には更に５万円以上も増加するという試算がある。

イ．仕事をしていない人が大学でＩＴスキルを学び直すことで、就業する確率が 20％
ほど高まる。

ウ．企業は、働き手が自ら新技術やＩＴスキルを学ぶことを評価し、金銭面の支援を
することが義務付けられた。

（5）経済財政白書と国内の景気動向に関する新聞記事の記述について、最も適切なものを
選択肢から選べ。
【選択肢】
ア．国内外の需要の堅調な推移により経済成長はプラス成長になっているが、その効
果が大都市や大企業に集中し、中小企業や地方に届いていないことが問題である。

イ．技術開発により機械や設備のコストが下がれば、企業は労働力への投資を増加さ
せる傾向があり、賃上げにより持続的な経済成長とデフレ脱却に繋がると期待さ
れている。

ウ．企業がＡＩに代替を考えている業務として、研究開発の割合が最も高く、次いで
警備、マーケティングとなっており、これらの労働が新技術に代替される日も近
いと予想されている。

エ．働き手は機械に代替できない仕事に専念して効率性を上げ、同時に企業は新技術
を活用できる人材への投資も進めて、生産性を高める必要があると強調している。
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問題 6．次のケースを読んで各問に答えよ。

安住尚子は、Ａ県内で自転車を製造・販売する「サイクル・ワン」に入社して３年目の
社員で、現在は本社の販売企画部に勤務している。サイクル・ワンは、県内の工場で自社
ブランドの自転車を企画・製造し直営店舗で販売するほか、ホームセンターなどへの卸売
りを行っている。安住は、上司の田中課長の指導のもとで、後輩で新人の緒方と直営店舗
の販売管理やホームセンターからの受注対応などを行うとともに、新製品や販促イベント
の企画を立てる際の田中課長のアシスタントを務めている。

サイクル・ワンは、主婦層や子ども向けの自転車のマーケットシェアが高い。機能を絞っ
た安い輸入品との競合を避けるために、明るさを高めた反射板や高性能のブレーキを装備
した安全重視の製品を開発したり、全国展開する大手メーカーとの差別化を図るために、
地元の小学校で自転車の安全講習会を開催したり、経営努力を重ね、地道に業績を伸ばし
てきた。しかし、最近は少子高齢化で県内の小中学生の数が減少している影響で、子ども
向けの自転車の販売が伸び悩みつつある。

サイクル・ワンの主な納入先は、県内の直営店舗３店とホームセンター「エースホーム」
である。直営店舗は本社や工場とオンラインでつながっており、品切れを防ぐために、毎日、
午後８時の時点で、商品ごとに決められている在庫数（安全在庫）を下回っていると、翌日、
自動的に倉庫からの配送が手配される仕組みになっている。一方のホームセンター向けは、
納入希望日の前日の正午までに先方の担当者からＥメールで発注を受け付け、安住が工場
の在庫状況を確認した上で、翌日の納品を手配する流れになっている。

ある朝、安住がオンラインシステムで直営店舗や工場の在庫状況を確認していると、エー
スホームの担当者の藤田から電話がかかってきた。

藤田「安住さん、実は昨日のファミリータイプ 26 インチの販売が予想以上に好調で、店
頭の在庫がかなり少なくなってしまいました。先日、御社が開催した小学校での
安全講習会に参加したお客さまが多く来店されたようです。そこで、明日、８月
12 日に納入してもらう台数を出来る限り増やしたいのですが、最大で何台まで可
能ですか？」

安住「カラー別の希望台数は分かりますか？」
藤田「売れ行きがよいスカイブルーを 10 台、ワインレッドとダークブラウンを５台ずつ

欲しいのですが、スカイブルーの 10 台が難しければ、代わりにワインレッドが増
えても構いません。ダークブラウンの売れ行きはそれほどでもないので、５台を
超える台数は必要ありません。」

安住「ありがとうございます。かなり多いですね。ファミリータイプ 26 インチは弊社の
商品の中でも特に売れ行きが良いモデルなので、何台出せるか確認してご連絡し
ます。」

安住は後輩の緒方と、直営店舗と工場の在庫状況をオンラインシステムで確認し、８月
12 日にエースホームに自転車を何台納入できるかを検討した。なお、注文を受け付けるに
あたっては以下の点に留意しなければならない。
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①　ファミリータイプ 26 インチの直営店舗の安全在庫はカラー毎に３台で、営業時間
終了時に在庫が３台以下になっていると、翌日に３台の納入が自動的に手配され
る。

②　納入は直営店舗向けが優先されるため、エースホーム向けには直営店舗向けの納
入予定台数を除いた在庫の範囲内での対応となる。

③　倉庫では、万が一の工場のトラブルによる操業停止などに備えて、工場からの搬
入が無くても、直営店向け、ホームセンター向けの出荷完了後に、一定の在庫が
残るよう管理している。ファミリータイプ 26 インチについては、各カラー最低５
台を残すルールとなっている。

安住と緒方が、８月 10 日の営業終了時点の直営店舗の在庫状況をオンラインシステムで
検索したところ、下図のような状況であった。

図１：オンラインシステム上の直営店舗の在庫状況表示画面

 

2019/8/11 10:07

トップページ ＞ 当月販売情報 ＞ 直営店舗在庫情報 >  ファミリータイプ26インチ

日付 ワインレッド ダークブラウン スカイブルー

Ｂ駅前店 4台 4台 1台
Ｃ公園通り店 3台 3台 2台
Ｄ学園前店 2台 5台 4台

戻る

店舗名

８月１０日
営業終了時点

また、８月 10 日分の出荷終了後の倉庫の在庫状況は下記の通りであった。

図２：オンラインシステム上の倉庫の在庫状況の表示画面

2019/8/11 10:15

トップページ ＞ 当月製造情報 ＞ 倉庫在庫状況 >  ファミリータイプ26インチ 戻る

製品
在庫実績
（8／8）

在庫実績
（8／9）

在庫実績
（8／10）

ワインレッド 14台 15台 17台
ダークブラウン 16台 15台 16台
スカイブルー 18台 20台 19台

カラー

ファミリータイプ
26インチ
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（1）エースホームからの要望に応えて出荷する自転車のカラー別の台数の組み合わせとし
て、適切なものを選択肢から選べ。

【選択肢】
ワインレッド ダークブラウン スカイブルー

ア． ８ ５ ７
イ． ６ ５ ８
ウ． ６ ４ ８
エ． ８ ４ ７

納入可能台数を確認できたので、直営店舗からの問い合わせにも対応しなければならな
かった安住は、緒方にエースホームの藤田への確認結果の連絡を指示した。

安住「緒方さん、エースホームの藤田さんに、先ほど確認した明日納入できるファミリー
タイプ 26 インチのカラー別台数を電話で伝えてもらえますか？」

緒方「分かりました。藤田さんとは何度も話をしたことがあるので大丈夫だと思います
が、何か気をつけることはありますか。」

（2）安住が緒方に対して行うアドバイス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　今回は先方の希望どおりの台数が準備できていないので、「申し訳ございませんが」
といった言葉を使った上で、納入できる台数を正確かつ丁寧に伝えてください。

②　相手に誤解を与えないように、「こちらの台数でお願いできますか」といった言い
方ではなく、「こちらの台数しか納品できません」と強い口調で伝えるようにして
ください。

③　「明日の納入でご希望に沿えない分、明後日以降、多めに納入する準備をした方が
よろしいでしょうか」といった質問をして、今後の要望を引き出してください。

【選択肢】
① ② ③

ア． 正 誤 誤
イ． 誤 正 誤
ウ． 正 誤 正

安住が午前中の受注対応を終え、帳票の整理にとりかかろうとしたところ、田中課長か
ら「これから企画・開発に着手する新商品について話をしたい。」と会議室に呼ばれた。緒
方も加わり、３人で新商品の企画・開発の進め方について話し合うことになった。

田中「知ってのとおり、最近は、輸入自転車の低価格化には歯止めがかかりましたが、
少子高齢化の影響で子ども向け自転車の売上は伸び悩んでいます。そこで、これ
までは扱っていなかった新製品の企画・開発に取り組みたいと思います。」



17

安住「はい、私も幼児や小学生向け自転車の売上台数が毎年減少しているのは気になっ
ていました。例えば、シニア層向けの自転車を新たに企画・販売してみてはいか
がでしょうか。」

田中「確かに、シニア層のお客さまは家族づれでお孫さんの自転車などを買いにくるこ
とが多く、そういった際に『自分にも乗りやすい自転車が欲しい』という声を店
頭でよく聞くようです。」

緒方「フレームの位置を下げてまたぎやすくしたり、扱いやすい変速機などを装備した
りするといいと思います。」

田中「当社のシニア層のお客さまは、安全性能を向上させたものや保証期間が通常の製
品よりも長いものをお好みになる傾向があります。そのような観点も踏まえて、
安住さんと緒方さんで、シニア層をターゲットとした新製品の企画書の素案を作っ
てもらえますか？」

安住「はい、分かりました。新製品の企画に関われるのは光栄です。」

（3）安住が新製品の企画書案を作成する上で有効なデータとして、最も適切なものを選択
肢から選べ。

【選択肢】
ア．自社の直営店舗の顧客データを分析した過去５年間の客層別、製品別の売上台数

の推移
イ．全国の自転車店が加盟する協会がまとめている、県別、年代別の自転車の売上高

をまとめた統計
ウ．ディスカウントストアや量販店で販売されている、低価格の輸入自転車の価格一

覧表

安住は企画書の作成を始めるにあたって、田中課長からシニア向け自転車の想定原価を
計算しておくように指示を受けた。

田中「安住さん、企画書には新商品の想定原価を盛り込んでください。うちの製品の中
で、一番軽量で安全性能が高いモデル、「ファミリータイプ・Ｓライト」の原価表
を基に作ればいいでしょう。ただ、シニアの方でも楽に乗れるように、ファミリー
タイプにはない３段変速のギアをつけたいと考えています。」

安住「分かりました。変速機のコストはどう考えればよいでしょうか？」
田中「メーカーから完成品を仕入れる案と、部品ごとに仕入れて自社で組み立てる案を

いくつか作成して比較してください。自社で組み立てる工程が増えると１個あた
りの材料費は安くなりますが、組み立てにかかる人件費などの固定費がかかりま
す。何個以上生産すれば、自社で組み立てた方が、コストが安くなるか、検討し
てください。」

安住は緒方と手分けしながら、変速機の製造コストについて情報を集め、次のような
３つの案をまとめた。
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図３：変速機の製造コスト比較表
材料費

（1 個あたり）
固定費

（年間）
Ａ案（メーカーから完成品を仕入れる） 1,100 円   　 0 円   　
Ｂ案（社内生産　組み立てが２工程） 650 円   　 135,000 円   　
Ｃ案（社内生産　組み立てが３工程） 380 円   　 360,000 円   　

（4）Ｂ案、Ｃ案における１個あたりの製造コストがそれぞれＡ案を下回るためには、年間
の生産個数が何個を超えればいいか、適切な組み合わせを選択肢から選べ。

【選択肢】
Ｂ案 Ｃ案

ア． 400 個 500 個
イ． 400 個 600 個
ウ． 300 個 500 個
エ． 300 個 400 個

企画書の作成を進める中で、安住は田中課長から呼び出され、サイクル・ワンとして、
今後、外部環境の変化に対応した商品企画や販売促進にどう取り組むべきかについても提
案するように指示を受けた。

田中「安住さん、企画書のまとめのところに、今後、当社が、外部環境の変化に対応し
た商品企画や販売促進にどう取り組むべきかについて提案を入れてみてくださ
い。」

安住「分かりました。ただ、こういった提案を行うのは初めてです。どのような観点で
述べればよいでしょうか？」

田中「そうですね。外部環境が変化していく中で、経営資源の少ない当社が生かせる強
みは何か、ということをよく考えて、安住さんなりの提案を行ってください。」

（5）安住が企画書に盛り込む商品企画や販売促進についての提言として、最も適切なもの
を選択肢から選べ。

【選択肢】
ア．子ども向け自転車は競合との競争激化が予想されるので、スケールメリットを生

かしてコストを徹底的に削減した低価格の商品を開発し、販売促進を行う。
イ．シルバー世代向け市場は成長が見込まれるので、シルバー世代が一人でも来店で

きるシルバー世代会員制の専門の店舗を展開する。
ウ．少子高齢化が進むと一般家庭向けの需要の減少は避けられないので、業務用の自

転車を企画・生産し、法人顧客向けの新規開拓営業を展開する。
エ．ライトやブレーキの性能を向上させたり、直営店舗で無償修理する保証期間を長

くしたりするなど、シニア層に安全・安心をアピールする商品の販売促進に力を
入れる。
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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。



20

問題 7．次の＜資料 1 ＞、＜資料 2 ＞、＜資料 3 ＞は、ロードサイド、オフィス街、繁華
街に店舗を持つ喫茶店チェーンの来店客数、客単価、および来店客へのアンケート
による改善要望をまとめたものである。これらの資料を見て各問に答えよ。

＜資料1＞ 店舗別時間帯別の平均来店客数 

＜資料2＞ 店舗別時間帯別の客単価 （客単価＝売上高÷客数） 

＜資料3＞ 店舗別男女別来店客へのアンケートによる改善要望
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（1）＜資料１＞から読み取れる内容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　１日の来店客数を比較すると、最も多い店舗は最も少ない店舗の２倍になっている。
②　7 時～ 11 時の来店客数において、「繁華街」と「オフィス街」を「ロードサイド」

と比較すると、それぞれ３割と２割になっていて、大きな差異がある。
③　３店舗合計の来店客数が最も多い時間帯は 11 時～ 15 時であるが、店舗別時間帯別

では「ロードサイド」の 15 時～ 19 時である。

【選択肢】
① ② ③

ア． 誤 正 正
イ． 正 正 誤
ウ． 正 誤 正

（2）＜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．時間帯別の客単価の差異が最も小さい店舗は「繁華街」である。
イ．7 時～ 11 時以外の時間帯別の客単価は、「ロードサイド」が最も低くなっている。
ウ．店舗別時間帯別の客単価が最も高いのは「繁華街」の 11 時～ 15 時、７番目に高

いのは「オフィス街」の 19 時～ 23 時である。

（3）＜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．「ロードサイド」の 7 時～ 11 時の平均の売上高は 6,000 円である。
イ．３店舗合計の 7 時～ 11 時の平均の売上高は 30,000 円である。
ウ．３店舗合計の時間帯別の平均の売上高を比べると、15 時～ 19 時は 7 時～ 11 時の

３倍以上になっている。
エ．「オフィス街」の１日の平均の売上高は 100,000 円未満である。



22

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３＞から読み取れる内容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　「オフィス街」と「繁華街」で共通して改善要望が 80％以上あるのは、男性、女性
ともに「ＷｉＦｉ提供」である。

②　「ロードサイド」で改善要望が 80％以上あるのは、女性の「メニュー（種類・味）」
と「インテリア」である。

③　３店舗で共通して「メニュー（種類・味）」の改善要望は、女性よりも男性のほう
が多い。

【選択肢】
① ② ③

ア． 正 正 誤
イ． 誤 誤 正
ウ． 正 誤 誤

（5）＜資料１＞、＜資料２＞、＜資料３＞から読み取れる喫茶店チェーンの課題と対策と
して、最も適切なものを選択肢から選べ。

【選択肢】
ア．「繁華街」では、１日の来店客数を増やすことが課題であり、男性・女性ともに改

善要望の割合が 50％以上である「価格」を安くするように改善し、１日の来店客
数が２倍になれば売上高は 60,000 円増えると見込まれる。

イ．「オフィス街」では、7 時～ 11 時の来店客数を増やすことが課題であり、男性・女
性ともに改善要望の割合が 80％以上である「ＷｉＦｉ提供」を実現し、7 時～ 11 時
の来店客数が２倍になれば売上高は 6,000 円増えると見込まれる。

ウ．「ロードサイド」では、客単価を上げることが課題であり、女性に受け入れられる
ように店舗内の「インテリア」の改装と新たなメニューを開発し、客単価が 1.5 倍
になれば１日の売上高は 83,500 円増えると見込まれる。

エ．３店舗の 11 時～ 15 時の来店客数を増やすことが課題であり、３店舗共通して改
善要望の割合が高い「接客」を改善するために店舗の従業員に接客研修を実施して、
来店客数が２倍になれば 11 時～ 15 時の売上高は 100,000 円増えると見込まれる。
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＜メモ欄＞
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