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事例別・本試験出題の趣旨事例別・本試験出題の趣旨 事例事例ⅠⅠ

・A社が展開する新規事業の将来の成功の可否につ
いて、成否いずれかの立場から、その理由に関して、
中小企業診断士としての分析能力と助言能力を問う
問題である。

・A社が導入したSWSの生産性向上に及ぼす効果と、
それを有効に機能させる上で必要な施策について、
中小企業診断士として必要な分析能力と助言能力を
問う問題である。

・A社の料理長と工場長の人事異動が生み出したコス
ト削減効果について、中小企業の組織体制の変更に
よるパワー関係の変化が及ぼす影響に関して、中小
企業診断士として分析する基本能力を問う問題であ
る。

・コスト削減を求められるA社を取り巻く状況が、どの
ような経営環境の要因によって生じているのか、取扱
い製品の特性から、中小企業の事業に及ぼす経営環
境特性に関する基本的理解と基本的分析能力を問う
問題である。

・創業以来、長期間にわたって少数の特定の取引先
との取引をベースにして事業を拡大してきたA社の強
みが、どのようなもので、また、それがどのようなプロ
セスによって生み出されてきたかについて、中小企業
の競争優位性構築に関する基本的理解と基本的分
析能力を問う問題である。

H20本試験

(1)本問は、ベンチャー企業であるA社が、その成長ス
テージに応じて経営管理制度を導入していく上で、ど
ういった点に留意し、どういった具体的施策を講じて
いくべきかについて、その理解を問う問題である。
(2)本問は、A社が展開するWebビジネスを継続的に
展開していく上で、直面する可能性のある社内外の
制約条件について、認識することができるかどうかを
問う問題である。

・相対的に売上高営業利益率の低いA社が収益力を
改善していくための具体的施策に関して、A社を取り
巻く経営環境および経営資源の面での制約条件を勘
案しながら、中小企業診断士としての助言能力を問う
問題である。

第５問

・本問は、人間関係をベースにして設立されたベン
チャー企業であるA社が、その成長に伴って必要とな
る管理制度を導入する際に生じる可能性のある諸問
題に関して、成果主義賃金制度の導入を事例に取り
上げて、その理解を問う問題である。

・近年改正された高年齢者雇用安定法に関する基本
的理解と、その法令の施行がA社の経営あるいは組
織運営に及ぼす影響について分析する能力を問う問
題である。

・業績改善および職場改善を目的として実施した従業
員の意識や満足度調査の結果から、企業内の小集
団に内在する課題について問う問題である。
(1)A社店舗の中で、高級ブランドであるXブランドのみ
を扱っている店舗の従業員の満足度が低くなってい
る要因を、中小企業診断士の立場から、客観的に分
析する能力を問う問題である。
(2)A社従業員の中で、インストアショップ店舗に勤務
する従業員の満足度が直営店に勤務する従業員より
も低くなっている要因を、 (以下同文)
(3)A社従業員の中で、上司に対する不満が、相対的
に社歴の長い従業員の方が社歴の短い従業員よりも
高くなっている点を分析する能力、および、それを解
消するための施策に関して、中小企業診断士として
の分析能力および助言能力を問う問題である。

第４問

H16

(1)本問は、若年の従業員によって構成される知的資
源依存型企業であるA社が、その規模の成長に対応
して管理施策を導入することによって生じる可能性の
ある社員の意識の変化についての理解を問う問題で
ある。
(2)本問は、知的資源依存型企業であるA社の成長に
不可欠な創造性や従業員のモラールを損なうことなく、
個々人の持てる能力を発揮することのできる状況を
維持すると同時に、企業としての組織力を発揮するた
めの統制を行う施策を問う問題である。

・本問は、Webビジネスを展開し短期間で急速に成長
を遂げてきたA社の成長の要因に関して、一般環境
の変化を除外して考察したとき、保有する経営資源の
視点から、どういった強みを持っていたかについての
理解を問う問題である。

・本問は、インターネットや携帯電話の普及に伴って
急速に進展するネットワーク社会の中で成長するWeb
ビジネスと、従来型の製造業が展開してきたビジネス
モデルの違いに関して、基本的知識の理解を問う問
題である。

H17

・(1)変化する経営環境の中で新規事業を展開してい
くに当たって、化学品の専門商社であるA社の現状の
組織構造の問題点がどこにあり、その結果、どのよう
な弊害が生じているかを分析する基本能力を問う問
題である。
(2)(設問1)で分析した事実を前提に、今後、A社が新
規事業を展開していく上で構築すべき組織の編成に
関して、基本的知識と助言能力を問う問題である。

(1)A社のビジョン実現に向けて不可欠となる黎明期に
ある海外事業を、今後、どのよううな方向で発展・拡
大させていくべきかに関して、海外営業拠点の活用を
中心に問う問題であり、中小企業の海外事業展開に
関する基本的理解と助言能力を問う問題である。

(2)A社のビジョン実現に向けて事業を拡大していく際
に、主要顧客である出資企業の経営方針の変化に対
して、どのような戦略的対応を図っていくことが重要で
あるかに関して、中小企業診断士としての助言能力
を問う問題である。

・事業展開および経営の独自性・独立性が担保され
ている子会社の事業展開に対して、資本関係のある
出資企業(親会社)の与える何らかの影響に関して、
中小企業診断士の立場から、その強み弱みを分析す
る能力を問う問題である。

H18

・インストアショップによる多店舗展開によって成長し
てきたA社が唯一展開する直営路面店すなわち旗艦
店舗の戦略的位置づけと、旗艦店としての機能を果
たす上で必要な戦略的施策に関して、中小企業診断
士としての助言能力を問う問題である。

・百貨店やショッピングセンター内のインストアショップ
による店舗展開によって成長を遂げてきたA社の事例
を通して、インストアショップによる店舗展開がA社の
事業に及ぼしてきたメリットとデメリットを問う問題であ
り、中小企業の多店舗化戦略に関する基本的理解と
助言能力を問う問題である。

・景気の回復を追い風に業績を改善しつつあるほう食
品業界の市場環境の変化とその背景を、中小企業診
断士の立場から、客観的に分析する能力を問う問題
である。

H19

第３問第２問第１問

助言能力
分析能力

基本的理解
基本的知識

要求能力頻度表

大したこと
言ってないけど？

何を問うてくるかは年によりバラバラ
恐らく想像を絶する業態が出てくる。
解答要求も何言ってるかワカンナイ
しかも根拠すらいないかも・・。
でも｢要求能力｣はかならずこの3つ(のはず)！

経営課題の優先度は
組織構造＞組織行動＞人的資源管理
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事例別・設問別事例別・設問別 解答要求・出題意図まとめ表解答要求・出題意図まとめ表 事例事例ⅠⅠ

H20本試験

■戦略評価→新規事業選択の理由
・着眼点→外部環境、内部環境。マーケ
逆引き、強み(経営資源)＋市場機会

■留意点→新規事業の成功条件
・社員の納得感、経営資源確保、評価基
準、責任者設置、既存事業シナジー・・

■アドバイス→ビジネスホテル収益改善
・アドバイス～改善策・狙い・根拠・留意
点などなんでも解答可能
・収益性改善→顧客増が難しければ客
単価↑
・費用削減→ムダがあれば排除。

■懸念される事態→現状オペレーション
・事態→深刻で好ましくない状態
→強み喪失、環境変化に対応遅れ
・都内と地方都市の違い。

■S＋形成要因
・形成要因＝因→果で編集
・組織的な強み→組織構造(ハード面)、
組織行動(ソフト面)
・外部環境変化とA社組織のアンマッチ
・組織学習・組織文化←サービスマーケ
コンボの可能性

■業界構造T→ビジネスホテル業界の
収益低迷
・価格競争激化
・5 forces model

■ビジネスホテル業
・業種イメージはつきやすい
・外部環境変化で低迷。悪い事態を指摘し、収益性改善を
アドバイス。新規事業案の着眼点を評価し、留意点を進言

実力完成①
ビジネスホテル

■アドバイス
→今後の成長のための組織体制整備
・｢販売力強化以外｣の成長施策→商品
開発or製造面
・組織体制整備→組織構造(分業・機能
見直し) or 人的資源管理(成長に必要な
人材育成)

■アドバイス
→販売力強化のための管理制度
・アドバイス～改善策・狙い・根拠・留意
点などなんでも解答可能。
・今後の必要要件or現在の非効率性の
根拠がありそう
・管理制度=PDCA or人的資源管理

■ビジネスモデルの期待効果
・経済的効果＝売上↑費用↓収益↑
・効率的な売上確保＝既存顧客活用
・規模の経済、範囲の経済？
・在庫リスク回避
■評価→A社のアイウェア事業施策
・現在の評価だから、抜きで。

■S＋形成要因
・強みは抜ける。形成要因→因果で編集。
・需要変動が激しいアパレル業界→流
行変化に柔軟に対応する組織・ノウハウ
・サプライチェーン管理、外部協力企業
の管理ノウハウ？
・組織・人事面を優先度↑

■眼鏡関連事業
・業種イメージはつきやすい。
・これまでの成功要因を確認したうえで、今後の｢アイウェア
事業｣強化に向けた管理制度、組織体制整備の提示を要
求

実力完成⑤
眼鏡関連・ファッション雑貨関
連事業

■留意点・着目点→大規模な情報アウ
トソーシング取引
・この戦略の実施が前提。HOWに近い
が、より限定的に懸念事項指摘と対応
策を要求
・大規模なアウトソーシング取引→多額
の追加的費用→投資回収と資金繰りの
検討(かなり突き抜け)。

■新規事業戦略への留意点
・問題文から直接発想は困難
・与件から何か見つけて書く。予想も解く
のも後回し。

第５問

■懸念される事態→現在の開発体制
・懸念→悪い事態
・将来なので根拠レス可能性大。事前予
想→課題達成できない、現在の強みを
損なう、etc.
■アドバイス→今後の開発体制
・今後の市場環境への対応→組織面
・収益面で、顧客拡大&関係性、客単価
向上、マーケ風に。

■アドバイス→組織文化でコストダウン
・課題キーワードから、組織行動面の改
善可能性に着目
・｢具体的｣アドバイス要求なら、現状根
拠で稼いで、施策複数列挙で答えたふ
り。

■現在の施策継続時の悪化予想
・事態→好ましくない状態
・対応できていない経営環境の変化
■悪化に対する改善策
・設問1の裏返し。セットで検討

■5 forces model→競争要因指摘
・既存業者・新規参入・代替品・売り手の
力・買い手の力
・3つ求めて1つは類推。

第４問

■アドバイス→営業体制強化
・営業体制→解釈可能性幅広い。組織
編制基準、管理体制・業績評価基準。人
的資源管理や外部組織資源への依存。
・とにかく色々浮かべて与件をサーチ

■S→A社の成長要因
・新規事業提示と逆発想。市場機会や
外部環境変化を強みで捉えたことが成
長要因。
・組織体制や人材活用か。

■業界構造→ASP市場の競争原理
・競争原理～一般論なら、規模の経済・
範囲の経済・シナジー効果etc. しかしそ
れだけのハズがない。

■事例Ⅰ、組織事例への取組み姿勢
・とにかく難しいことが特徴。大崩しない、5割確保を意識
・ASPで成長。新たな成長段階に向け複雑な環境・課題を
抱える状況だが、ビジネスチャンスもあり改善しがいあり。
・事例Ⅰは与件が根拠レスの可能性。要求解釈時点で知
識を使って根拠予想をすることで、少ない根拠の発見HIT
率を上げる。それでも根拠なければ根拠pushに切替
・ただし解釈→思い込み、の逆効果注意。

直前①
ASPベンダー

■問題点指摘＋対策
・利益率低下は一般論で予想容易
→低価格要求、原材料価格UP、多品種
化による生産性低下
・経営環境変化と対応遅れを予想
・問題点の裏返しで対策。

■理由→組織信頼性の確保
・複数設問時はリード文に注目
・企業経営理論ネタ：企業の信頼性←会
計責任(ディスクロージャー)と誘引
■S→A社事業展開と経営安定化要因
・要因と来たら因→果で解答。
・リスクを予想し、その逆が安定化要因

■業界構造→製麺業の寡占化傾向
・寡占化の背景→資本力によるシェア上
位集中、大規模投資か生産上の規模の
経済

■麺製品の製造・販売業者
・OEM受注により売上伸ばすも、利益率低下。原因把握と
対策を要求

直前⑤
製麺業

■評価→A社の販売力強化策
・販売体制の整備
・販売担当者の評価制度・採用方法
・外部資源の活用方法
・150字長マス目に多数予想して列挙

■理由→社内ベンチャー成功要因
・社内ベンチャーの○×メリット・デメリッ
トを予想。過去～現在のことなので与件
根拠から抜く。

■産業構造の変化→情報ネットワーク
・ネットワークとかけて、論理情報でなく
物理的な業者・FCのつながりを要求

■不動産賃貸仲介・メンテナンス業
・本業強化と新規事業の展開

最終集中

■低利益率の内部要因
・売上・コストの両面から
・組織文化面→コスト意識が低い
・外部環境変化への対応遅れ

■S＋形成要因
・強み=個性や差別化
・形成要因＝組織文化・組織学習･人材
育成などの切り口から因→果で示す

■なぞなぞ →｢資本力に比例して収益
力が高くならない｣とは？
・一般論なら資本力↑収益↑
・書店業界だと資本力↓でも収益↑あり

■書店経営A社の時系列展開を示し、今後の課題を要求
・業種イメージはつきやすい
・低利益とかけて、従業員のコスト意識の低さが答え

2次オプション
書店

第３問第２問第１問事例の特徴と取組み方
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事例別・冴えない現状⇔あるべき姿事例別・冴えない現状⇔あるべき姿((課題課題))持ちネタ表・事例持ちネタ表・事例ⅠⅠ

□現在スタッフの提案採用・創意工夫

□新規事業への従業員意識改革
・新規事業意思決定に従業員参画
・業績説明会

□マニュアルの形骸化
・自主的な改善活動不活発
□厳しい経営環境

□事業別収益管理
・経営資源最適配分
□コストダウン
・本社に仕入・標準メニュー策定部門

□収益どんぶり勘定実力完成①
ビジネスホテル

□流行発信地にデザイン部門設置
・若手デザイナーの採用強化
・デザイナー個人の露出強化
・センス重視の商品企画・成果型賃金
□店舗ごとの業績評価制度
・店舗への貢献度でスタッフを評価
・チームオペレーションで販売力強化

実力完成⑤
眼鏡関連・ファッション雑貨関連事業

□コア業務集中
・外部資源活用
・顧客別組織
・開発責任者(権限委譲)
・事業計画と投資の整合性
・投資回収と資金繰り

□ニーズ多様化・対応コスト増加
・権限委譲不足
・新規大規模設備投資
・硬直化→競争力低下

直前①
ASPベンダー

□提案制度・報償制度□パート・AR含む全社的改善活動
・職場ミーティング

□パート・アルバイト多数□経営資源確保
□組織信頼性確保
・情報開示・正当性

□パート・アルバイト多数直前⑤
製麺業

□チーム販売方式
・OJT育成(評価対象)
・独立可能な教育プログラム
・貢献度・プロセス評価

□成約ベースの個人評価□全社最適
・全社情報共有化
・業務活動効率化

□個人業績優先
・情報が社内に散在

□成約ベースの組織評価
・業務分担の非効率(出張多い)

最終集中

□本部集権化(在庫管理・需要予測)
・経営管理
・収益管理(共通コスト配賦)

□本部と店舗
・管理不足
・業務非効率

2次オプション
書店

施策・あるべき姿冴えない現状施策・あるべき姿冴えない現状施策・あるべき姿冴えない現状

3ABC 評価育成・賃金・採用2B 組織行動2A 組織構造
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事例別・本試験出題の趣旨事例別・本試験出題の趣旨 事例事例ⅡⅡ

・H温泉全体としての集客力を高めるため、地元の経
営資源を活用できるような協業をベースとした新規事
業を考案する場合に、協業相手をいかに選択して、
その相手の持つ経営資源と地元の経営資源との融
合を考えるかについての分析能力と企画提案力を問
う問題である。

(1)B社が現在の設備と経営システムを大きく変えず
にその規模を維持したままで、現在の顧客数を増や
していくために、既存顧客についてはどのようなプロ
モーション戦略が必要なのか、これを分析し、整理す
る能力を問う問題である。

(2)B社が現在の設備と経営システムを大きく変えず
にその規模を維持したままで、B社が築き上げてきた
良き伝統を維持しつつ、新規顧客を取り込むために
は、どのようなプロモーション戦略が必要なのか、こ
れを分析し、整理する能力を問う問題である。

・B社の4代目経営者が描く経営拡大構想について、
それを実行すると仮定した場合、マーケティング戦略
上の問題点を分析し、整理する能力を問う問題であ
る。

・時代とともに変化する外部環境要因を分析し、さら
にB社の予約客減少の原因を考察するための分析能
力を問う問題である。

・B社のような小規模の温泉旅館が、老舗として培っ
てきた既存の顧客との関係と、それにかかわるB社の
経営資源を分析し、B社が長年にわたって顧客に支
持されてきた理由を考察(＝分析)する問題である。

H20本試験

(1)本問は、B社の販売戦略にインターネットを取り入
れた場合、どのような効果が期待できるのか、問題文
の情報から的確な分析ができるかどうかを問うもので
ある。
(2)本問は、B社がホームページを活用し、その中に掲
示板を設置した場合、B社の経営戦略上、どのような
活用方法が考えられるかを問うものである。

・本問は、B社の経営者が自社の経営にインターネッ
トを活用した場合、特に顧客との関係性強化のため
には、どのような有効な方策が具体的に考えられる
のか、分析能力と創造力を問う問題である。

・学習塾以外に実現可能なものとして想定されるB社
の新規事業について、その戦略ドメインを導き出すた
めに、市場ニーズ、顧客層に対して、独自能力をどの
ように統合していくかという、分析力と創造力を問う問
題である。

第５問

・本問は、B社のコアとなる顧客が確保されて見えて
いる状況のなかで、手作りの顧客名簿が持つ意味を
考慮しながら、会員カード発行にともなう顧客管理の
必要性をどのようにとらえるかを問うものである。

・本問は、美容サービスの経営で顧客満足を実現す
るためには、インターナル・マーケティングでは特に従
業員満足が必要と考えられていることに対して、顧客
満足が従業員満足となぜ結びつくのか、的確な指摘
ができるかということを問うたものでのある。

・B社が新規事業として学習塾を始めるに当たって、
競合他社に対し新規参入業者として、B社の持つ経
営資源をどのように生かした差別化戦略で挑むべき
かを分析する能力と問題解決能力を問う問題である。

(1)サービス提供者である従業員のサービスパフォー
マンスに対して、B社の経営者はどのような評価シス
テムを採用し、従業員のモチベーションを向上させて
いるのか。これを分析し、整理する能力を問う問題で
ある。
(2)(設問1)で分析した事実を前提に、B社の経営者が
行う従業員への対応がどのような効果を生み出すの
か。その効果を分析する能力を問う問題である。

第４問

・本問は、問題文の情報から、B社を取り巻く競争環
境の変化の中で、近隣に相次いで開店した低価格訴
求を基調とするホームセンターやディスカウントストア
などに対して、B社の競争優位がどこにあるかを問う
ものである。

(1)本問は、B社の経営者の奥さんの手作りで始まり、
人気が出始めた手作りの自社ブランド商品を開発・育
成していく上で、問題文の情報からその問題点を的
確にとらえ、指摘できるかを問うものである。
(2)本問は、B社が愛犬用のウェアだけではなく飼い主
用のウェアも導入し、自社ブランドのブランド拡張を図
ろうとする場合に想定される問題を、問題文の情報か
ら、メリット、デメリット両面について分析するものであ
る。

・本問は、問題文の情報から、B社の近年の収益の悪
化の原因と考えられる現在の品揃え戦略について、
その問題点を適切に分析し、今後の品揃え戦略につ
いてどうアドバイスするか、分析能力と問題解決の能
力を問う問題である。

H16

・本問は、B社が美容院として、顧客との関係性をより
一層深めようと採用してきた、顧客生涯価値を高める
ための様々な方策を、問題文の情報から読み取り、
分析するものである。

・本問は、B社が業態の異なる本店と支店を首尾よく
展開していく上で、本店と支店の相乗効果をよりよく
発揮させていくために、問題文の情報から的確な手
法を考え出す分析能力と問題解決能力を問うもので
ある。

・本問は、問題文の情報から、B社が立地する地域の
人口動態の変化に応じて、B社の経営者が展開して
きた戦略、あるいはこれから展開しようとしている戦
略の種類を三段階に分けて明示し、またそれぞれの
意義について分析するものである。

H17

・B社が新規事業として学習塾を始めるに当たって、B
社が持っている経営資源を有形資源と無形資源に分
類・整理し、その中で学習塾の経営に生かせるものを
分析する能力と新規事業への応用力を問う問題であ
る。

・サービスが持つ無形性・生産と消費の同時性などの
特有の性質を理解した上で、B社が需要の変動に対
して、提供しているサービスをサービスの流通といて
側面において、どのように対処しているのかを分析す
る問題である。

・B社のよな規模のテニススクールが大手テニスス
クールに対して競争を挑んでいく上で、B社が採用す
べき差別化戦略がどうあるべきかを分析する問題で
ある。

H18

(1)チェーン方式を採用する大手ホームセンターと、独
立店舗で経営しているB社では、経営形態が異なり、
市場への対応もお互いに異質である。したがって、大
手ホームセンターとB社の流通活動にも大きな相違点
があり、これを分析し、整理する能力を問う問題であ
る。
(2)(設問1)で分析した事実を前提に、B社の大手ホー
ムセンターに対する競争戦略において、競争優位を
確立するためにはどのような流通活動の手法を展開
していったらよいかを問う問題である。

・B社が現在の店舗数と店舗面積を拡大せずにその
規模を維持したままで、現在の売り上げの拡大を計
画する時、B社の内部環境と外部環境を分析した上
で、最適な戦略を考案するための分析力と問題解決
能力を問う問題である。

(1)B社のような小規模小売店舗が、大手ホームセン
ターの進出によって受ける脅威に対抗するための戦
略を考える上で、まずB社の持つ経営資源を分析し、
それを競争上のアドバンテージとしてその生かし方を
問う問題である。
(2)(設問1)で分析した事実を前提に、B社の大手ホー
ムセンターに対する競争戦略において、競争優位を
確立するためにはどのような品揃え戦略が効果的で
あるかを問う問題である。

H19

第３問第２問第１問

創造力
企画提案力

問題解決力

分析能力
分析整理能力

要求能力頻度表

顧客関係性
サービスマーケ
(顧客満足)

経営資源
競争戦略
差別化戦略
プロモーション
戦略
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事例別・冴えない現状⇔あるべき姿事例別・冴えない現状⇔あるべき姿((課題課題))持ちネタ表・事持ちネタ表・事例例ⅡⅡ

■売上高の構成要素
客単価＝商品単価×買上点数
→Product・Price論点
来店客数＝顧客数×来店頻度
→チャネル・販促論点

■サービスマーケ特性対応策
→1次知識でOK。
・需要の平準化・稼動率↑
・サービスの可視化、返品制度

■サービスマーケの特性
・無形性・非均一性・不可分性・
消滅性・需要の変動性

・付加逆性

■価格設定
■多店舗展開
■契約(特殊商品売買)
■通信販売

■品揃え
■ブランド
■差別化

キーワード抽出

□多店舗戦略
・小規模サテライト店
・本店との機能分担
・情報管理
・配送、納期管理体制整備

□本店好調だが周辺需要増加□プライスライン政策
・段階的価格のプラン提案

□最新顧客ニーズの変化
・顧客層により支出可能額変化

完成演習⑥
洋服リフォーム業

□購買促す店舗・接客サービス
・やすらぎ・くつろぎの体験型
・顧客の望むライフスタイル提案
□キープコンセプト、キープコア
・行き過ぎ提案は業態不明確に
・他業態との新たな競争は回避

□新しい業態店への留意点

□通販実施で期待効果獲得
・関連商品の同時購入
・再購買率↑→経営安定
・贈答品もらった人が新たに顧
客化

□通販事業実施に社長が迷い□品揃え見直し
・店コンセプトに合う商品を強化
・何か増やせばどこかを減らす

□品揃え拡散
・顧客ニーズでつい拡大

実力養成②

緑茶小売業

□関係性構築
・毎月頒布会で顧客育成・囲い
込み
□客単価向上
・Y市特産の品揃え・差別化

□今後の販売戦略は？□消費期限切れ返品防止
・POS活用による適正在庫計算
・納入量による在庫コントロール

□委託販売契約は返品リスク□地域密着を打ち出すブランド
・地域カラーをブランドで訴求
□ニーズに応える新商品開発
・女性・オリジナルビール・発泡
酒にして価格・品質料率
□マルチブランド・ライン拡張
・既存ブランド資源の活用
・同一ライン2ブランド→マルチ
・同一ブランド2ライン→拡張

□事業譲渡元のブランドイメ
・リストラによりイメージ悪化
□客数は減少・頭打ち

□既存ブランドカニバリ

完成演習②
地ビール製造販売業

□需要変動への対応方法変更
×一定生産、時間で調整
○時間一定、生産量で調整
・焼き上げ時間を顧客に通知
・需要予測により廃棄ロス削減

□ピーク時の混雑を緩和
・閑散時のポイント付与率UP

□需要の平準化、稼働率↑
・人気者は内容GUして値上げ
・指名料金の加算、他の引下げ
・フリー来店者の来店傾向分析
□サービスの可視化・有形化
・無料体験
・顧客の声をチラシ掲載
□付加逆性の解消
・返金制度、品質保証制度

施策・あるべき姿

□需要の変動性
～パン製造販売上の諸問題
・品切れによる顧客不満
・売れ残りによる廃棄ロス

□相談窓口がピーク時混雑

□需要の変動性
・休日に顧客が集中
・人気ある施術者に予約集中

□サービスの無形性

□サービスの不可分・付加逆
性

冴えない現状

3Aサービスマーケ

□スタンプ活用による集客↑
・加重スタンプにより新商品誘導
・スタンプ点数のハードル下げる□スタンプカード活用不足

□既存顧客維持＋新規獲得
・既存商品継続を既存客に訴求
・新ニーズに応える商品開発

□FCの力が衰え、脱退を検討□ニーズに応える品揃え拡充
・売れ行きに応じ商品入れ替え
・最新顧客ニーズを的確に掴む

□商品絞りすぎて品揃え不十分直前演習②
オーブンフレッシュベーカリー

□非関連多角化で関係継続
・ベビーシッター事業以外進出

□一人っ子だと関係性途切れる□既存資源を新規事業で活用
・英会話教室・家事代行業

□市場の飽和傾向
・経営資源の強みはある

直前演習⑥
ベビーシッター派遣業

□多店舗化による新規獲得
・カウンセリング販売強み強化

□人気の本店も売上伸び悩み□大手に差別化
・強みの海外品を強化
・競合する国産品・NB品縮小
□体力あればPB
・製造販売業SPA
□客単価UP
・一人当たり買上点数↑
→関連商品購買
・一人当たり商品単価↑
→グレートUP提案、顧客カルテ
□来店客数UP
・再購買促進・離反率低下阻止

□品揃えが不用意に拡大

□品揃えの隙間

□売上成長の鈍化

最終集中
化粧品・雑貨販売業

□高価格に誘導
・ポイントカード活用
・金額ポイント＋来店ポイント
・重点商品のポイント付与率UP

□低単価客が多い
・

□新規事業・メンズエステ2次オプション
エステサロン

施策・あるべき姿冴えない現状施策・あるべき姿冴えない現状施策・あるべき姿冴えない現状

3B関係性マーケ
5A情報活用

2Dチャネル戦略
2E販促戦略

2B製品戦略
2C価格戦略

サ

サ

小

小

小

小

小
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事例別・本試験出題の趣旨事例別・本試験出題の趣旨 事例事例ⅢⅢ

仕上げ工という技能工の育成において、ベテランを多
く擁しているというC社の現状を踏まえた上での育成
方法を具体的に提示できるかについての問題解決能
力を問うとともに、その資源を経営戦略上どのように
生かすかを問う問題である。

・C社が短納期化を実現するために外注企業と共有
すべきデータを、C社と外注企業の現状の関係を踏ま
えて示すことができるか、また、それらのデータの共
有化がもたらす生産面での効果を提示できるかにつ
いての分析能力を問う問題である。

(1)取引先からの大型金型の生産要請を、C社を取り
巻く外部環境の変化、とりわけ厳しくなっている経営
環境の中で、どのように位置づけ取り組むべきかにつ
いての経営情報把握能力と戦略的分析能力を問う問
題である。
(2)新たな事業に発展する可能性を持つ大型金型の
生産要請に応えるために、C社が解決しなければなら
ない生産面の課題を、どこまで提示できるかについて
の問題解決能力を問う問題である。

・本文に記述されている様々な強みとしての経営資源
を単に抽出するのではなく、次代の発展に向けての
経営戦略に有効に生かすことのできる経営資源を餞
別する分析能力と、その強みを生かした経営戦略を
具体的に示すことができるかについての分析能力を
問う問題である。

H20本試験

・本問は、C社の課題となっている、パソコンによる特
注部品の資材調達手配事務の軽減について、C社の
規模や実情に応じた具体性と改善効果を有する提案
ができるかなど、情報技術の活用による改善提案能
力を問うものである。

・情報システムの整備に当たって、管理データとして
どのような属性と項目が提示できるかについての情
報把握能力と問題解決能力を問う問題である。

・事業領域の拡大に向けての新規事業の取組みを、
C社を取り巻く外部環境と内部環境を踏まえ、どのよ
うに理解できるかについての経営環境把握能力と情
報分析能力を問うものである。

第５問

・本問は、C社の外注管理の状況を問題文中から正
確に読み取り、外部への発注および外注管理プロセ
ス上の問題点を多面的にとらえ、外注管理、外部へ
の発注方法などについての実効性ある改善案を提案
できるかなど、問題点指摘の適切性および問題解決
能力を問うものである。

・本問は、C社における情報伝達の問題点を適切にと
らえ、部門間の連携を図る実効性のある提案ができ
るかの問題解決能力・改善提案能力を問うものであ
る。

・地球環境問題に取り組んでいる自動車業界の中に
あって、技術開発力の強化という視点のみでC社の
三価クロメート処理への対応を理解するだけでなく、
環境経営との関連を含めてどこまで理解できるかに
ついての情報把握能力と問題認識能力を問う問題で
ある。

・生産能力不足に直面している工場の設備投資問題
に対して、内部環境と外部環境の相互関係を理解す
るとともに、経営戦略上から投資行動の意思決定を
判断できるかどうかについての経営環境把握能力と
問題解決能力を問う問題である。

第４問

・本問は、C社の内外作の判断基準および製造部の
現状を問題文中から適切に読み取ったうえで、外注
を活用することのメリット･デメリットなどの基本的知識
を応用し、内製化すべき部品・加工工程について、戦
略的思考能力を問うものである。

・本問は、問題文からC社の業務の流れを的確に把
握し、C社の業務プロセスのうち、営業プロセス上の
問題点を適切にとらえ、実行可能性のある改善案を
提案できるか、問題解決能力を問う問題である。

・本問は、問題文の情報から、食品関連の機械製造
業の業界情報、C社の経営資源に関する情報等を適
切に読み取り、食品関連の機械製造業の業界とC社
の状況を適切に比較・分析し、戦略的に重要な要素
を抽出できるかなど、情報把握能力や情報分析力を
問うものである。

H16

・本問は、C社におけるクレーム上の問題の所在をと
らえ、その解決策を提案できるかの問題分析能力・改
善提案能力を問うものである。

本問は、工場改革に対する部門間の考え方の違いを
適切に分析し、実効性のある解決策が提案できるか
の問題解決能力を問うものである。

(1)本問は、問題文の内容から、家庭用エクステリア
事業の強化にあたって、C社の経営資源に関する情
報を適切に読み取ることができるかの情報把握能力
を問うものである。
(2)本問は、家庭用エクステリア事業の業界事情を踏
まえた製品特性を理解し、実行可能な生産体制の整
備を提案できるかの問題解決能力を問うものである。
(3)本問は、時代の潮流としての海外生産、海外調達
における諸問題を理解した上で、C社が検討している
部品の海外調達に対する留意点を的確に提示できる
かの問題解決能力を問うものである。

H17

・グローバル化次代の生産対応としての海外進出と
いう潮流の中で、国内生産に固執するための条件を、
C社の現状を踏まえ、どこまで提案できるかについて
の問題認識能力と問題解決能力を問う問題である。

・得意先分散などの得意先構成と、具体的な取引場
面で起こりうる生産拡大要請という問題をどのように
関連づけ解決できるかについての問題認識能力と問
題解決能力を問う問題である。

・コストダウン要請の厳しい自動車業界にあって、C社
の経営のどこに好業績を続けている理由があるかを
読み取ることができるかについての情報把握能力と
情報分析力を問う問題である。

H18

・営業と工場という企業内組織における相互理解の
問題を、どのような情報項目を管理することで解決す
ることができるかについての情報把握能力と問題解
決能力を問う問題である。

・最終ユーザーとの直接取引によって発展してきたC
社の広告代理店経由の受注増という事態を、どのよ
うに理解し解決できるかについての経営環境把握能
力と問題解決能力を問う問題である。

・印刷業界の中にあって、C社の経営のどこに強みと
弱みがあるかを読み取ることができるかについての
情報把握能力と経営に関する分析能力を問う問題で
ある。

H19

第３問第２問第１問

2
15
3

4
3

8

改善提案
問題解決
問題認識

分析
情報分析

情報把握
要求能力頻度表

戦略的分析

経営環境把握
経営情報把握

1

3
1

創造力
企画提案力

問題認識力
問題解決能力
改善提案力

問題解決力助言能力

事例Ⅲ事例Ⅱ事例Ⅰ
事例別要求スキルまとめ。ということは・・

分析能力
分析整理能力

分析能力分析能力

基礎的理解
基礎的知識

情報把握力
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事例別・設問別事例別・設問別 解答要求・出題意図まとめ表解答要求・出題意図まとめ表 事例事例ⅢⅢ

H20本試験

■経営資源活用から経営戦略提示
・与件キーワード｢有限要素法｣を何につ
かうかのpush発想

■管理情報
・解答要求が甘い、制約条件が緩い場
合は、情報項目列挙でしっかり稼ぐ。

■提示アドバイス→生産体制の整備
(2工場)

・中長期でなく当期＝短期の改善
■そのための課題

■SWOT分析＋変形(Sの活用)発見
・Sを探し、さらにそれを使って何をしてき
たかを抜き。
・時制に注意

■2工場制における生産体制構築→2工場の最適化
■生産体制の整備 →工場における非効率点の発見

実力完成③
金属プレス加工メーカー
・受注生産

■情報項目
→あいまい要求→現状根拠中心で編集
・情報項目列挙する人が多いが、現状
の非効率な点を抜いて使う方が配点高
い。

■2択アドバイス→新規進出事業
・2択問題だが、与件文にいるメリット・デ
メリットを丁寧に拾うことで、Yes⇔Noより
も高い得点が期待可能。

■※理由 →営業部門の増員
・戦略の理由を尋ねるレアパターン。
・採用しなかった戦略のデメリットを検討
するのもOK。

■QCD視点から留意点→海外調達
・海外調達は低価格。QCDのCが使用済
みのため、Q・Dのいずれかを使う

■SW
・SWを尋ねる切り口は｢取引面｣｢生産
面｣の2つがセオリー。どちらかが敢えて
除外されたら、別な方からひねり出す。
・その他切り口として｢財務面｣｢人材面｣
など

■経営環境把握能力、情報把握能力に主眼
→なぜか評価・理由タイプ連発
■問い方に惑わされず、与件根拠中心に合格点作る

実力完成⑦
情報通信機器製造・販売業

■情報項目 →改善アドバイス
・同じアドバイス要求でも、｢資材調達改
善｣がテーマで明示のため、非効率な点
の特定が可能。
・情報項目は①現状と絡む抜き＞②そ
の他の抜き＞③一般論

■2択アドバイス→業務連携先
・やはりYes⇔No2択より根拠重視。とい
うか根拠重視すれば結論出るだろ。
・160字もあるので、マス目見ただけで根
拠得点スイッチ入れる。

第５問

■生産能力強化＋アドバイス＋留意点
・あいまいな｢アドバイス要求｣＋｢留意点
と共に｣。事例Ⅲで珍しくあいまいな要求
であれば、後回しOK。

■管理情報 →試作品作り直し削減
・情報項目に目を奪われず、現状根拠を
しっかり指摘。情報項目はとにかく抜き
中心に並列列挙。

■管理情報→現地メンテナンス戦略・従
来と異なる点(海外)に注目。
・そこに必要な情報項目を抜き・列挙。
項目に加点

第４問

■工程改善アドバイス
・工程改善→顧客コストダウン要求への
対応→工程のどこかに非効率な点。

・工程中の問題点を特定したら、いつも
の分析DD＋因→果記述

■影響の評価→メイン顧客取引縮小
・影響→±両面を検討。

■SWOT分析
・制限字数20字！分析不要で抜き
・表現｢これまで｣→過去の強みに限定

■事例Ⅲ生産事例入門編
■事例Ⅲの特徴、アドバイスに特化。制限字数を多めに設
定し、対応の難しさを実感。

直前③
産業用チェーン製造・販売業
・受注生産

■課題・改善策の提示
・｢生産体制｣ときたら解釈可能性の幅が
広いので、慎重・後回し。
■生産面以外の改善策提示→物流
・生産面以外→営業か物流。

■事業リスクの評価
・リスク＝脅威/デメリット。つまりWとT
・問われているフレームを考え、それに
対応する構成要素にすることで確実に
得点重ねることが可能。

■SWOT分析
・配点10点。得点したいが時間ロス注意
・競争優位を2つ抜く

■戦略レベル・マネジメントレベルの出題が中心
■生産管理マネジメントレベル→経営資源｢ヒト｣に注目。そ
の意味で事例Ⅰっぽくなる。味付け注意

直前⑦
精密プラスチック成型業
・受注生産

■可否2択アドバイス→外注先の変更
・普通ならYesの選択を敢えて聞いてき
ているので、根拠踏まえてNoと解答
・Yes⇔Noより根拠記述の得点重視

■改善策アドバイス→加工コスト上昇
・アドバイス＝改善策と読み替えができ
れば、問題指摘＋因→果記述で合格点
へ。

■SWOT分析
・配点10点で低いが、確実に得点可
・高収益を維持してきた強みを2つ。

・｢してきた｣なので過去。
・制限字数30字なので記述に注意

■直近の本試験の傾向にあわせ、戦略レベル・マネジメン
トレベルの出題が中心
■Yes⇔Noタイプ。難易度は高くないが、結論当てに気を
取られて時間ロスに注意。根拠・プロセス重視で結論は当
たればラッキー程度に。

最終集中
金属切削加工業
・受注生産

2次オプション

第３問第２問第１問事例の特徴と取組み方
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事例別・冴えない現状⇔あるべき姿事例別・冴えない現状⇔あるべき姿((課題課題))持ちネタ表・事例持ちネタ表・事例ⅢⅢ

□短納期案件競争力強化
・過去案件情報の蓄積
・加工準備時間・段取替え情報
□事前シミュレーションで予想
・やり直し削減

□営業との打ち合わせ時間ロス
・ムダな打ち合わせで納期遅延

□コストUP・やりなおし増加
・予期しない変形ロス

□2工場稼働率平準化
□資格保有者の適正配置

□2工場の稼働率格差
□資格と人材配置が乖離

□売上の成長
・既存顧客に新規提案(単価↑)
・新規事業顧客にクロスセル

□売上の減少実力完成③
金属プレス加工メーカー
・受注生産

□資材部に情報集約
・適切な外注費用把握
・伝票処理業務効率化

□好き勝手に外部発注
・外注先情報を各自が保有
・資材部の伝票処理混乱

□専用機・特注対応
・高付加価値・差別化
・営業力強化・直接取引
□新規事業
・中長期的競争優位構築
・成功すれば高参入障壁
・強み(経営資源)×市場機会

□汎用機
・差別化困難・価格競争

□新規事業
・短期的な業績改善

実力完成⑦
情報通信機器製造・販売業

□生産順の変更(GT)
・段取り替え減、コスト減

□調達先の集約化
・集中購買によるコスト減

□物流コスト適正管理
・多頻度小口対応
・自社で主体的に物流管理
・毎日配送
□ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝで作り直し削減
・発生する問題を事前把握

施策・あるべき姿

□顧客ニーズ多様化
・品種増加・段取り替え増加
・残業増・コスト増
□調達先集約不足
・原材料コスト割高

□物流コスト上昇
・多頻度小口化
・業者にまかせきり
・配送週3日
□コストUP・納期遅延
・試作品の作り直し発生

冴えない現状

3ABC 生産管理(オペレーション)

□ボトルネック解消(人員拡充)
・リストラ解雇で人材豊富

△設備の拡充
・設備投資は実施済み

□取引先分散でリスクヘッジ
・外部環境変化対応力↑
・新規取引先拡大
□販売構成比を適正に維持
・安定受注・高収益
・ノウハウ蓄積

□メイン顧客との取引減少
・技術力の強み喪失
・ノウハウ獲得不足
□メイン顧客への取引依存
・市場・客先需要変化で左右
・安定志向・活性低下

直前③
産業用チェーン製造・販売業
・受注生産

□データ蓄積して予測対応
・不具合発生データ
・使用履歴データ

□海外客先でのフォロー体制□第2工場有効活用
・第1⇔第2工場で最適分業
・24h、高生産性
□次代の管理者育成

□生産能力不足
・段取り替え多発
・残業増加
□管理者の高齢化

海外進出は慎重に判断□海外進出リスク
・強み損なう
・差別化困難・同質化

直前⑦
精密プラスチック成型業
・受注生産

利害一致の他社と連携
拡大市場に素早く参入

□経営資源不足
大学のR&Dはトロい

最終集中
金属切削加工業
・受注生産

2次オプション
施策・あるべき姿冴えない現状施策・あるべき姿冴えない現状施策・あるべき姿冴えない現状

5A 情報項目2AB 生産管理(マネジメント)1B経営・事業戦略

つなぎ・活用3方針
1)一元共有化
2)再利用
3)分析・抽出

マーケ
っぽい

組織
っぽい

□成長戦略 company
□販売戦略 customer
□競争戦略 competitor
□提携戦略 cooperator
□海外戦略

戦略提示と4Cフレーム
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事例事例ⅢⅢ 長マス目解答構成要素テンプレ長マス目解答構成要素テンプレ ～解答要求タイプ別～解答要求タイプ別

要求❸
その他助言・アドバイス

②項目 ～抜き・並列列挙
③つなぎ

1)一元共有 2)再利用
3)分析・抽出

④プロセス見直し
○○するようにする。

要求❷
情報項目＋改善提案

①現状
②項目

③つなぎ
④プロセス見直し

⑤期待効果
⑥期待効果

要求❶
問題点＋改善提案
(因果関係タイプ)

今後
あるべき姿

変化
改善策

現在
問題点

③問題点(明示)

②原因その1

①原因その2

④改善策 ⑤期待効果

⑥期待効果

原因
なぜ？

効果
それで？

①～⑥の順に並べて描き、
因→果っぽく見せようぜ。

By XX先生

設計 調達 作業

営業
(受注)

問題
原因

問題点は業務フローの中
原因は問題点の前

情報で140字聞かれたら
6要素で取れー

by XX先生

①現状・問題点 ⑤⑥期待効果

①現状・抜き

②現状・抜き

③現状・抜き

④改善策 ⑤期待効果

＋HOW要素

｢早急に｣
｢段階的に｣

助言・アドバイスタイプで
マス目余りそうなら

HOW要素を入れると

助言っぽく見える
by XX先生

【TAC模範解答】
オーダーメード品の受注増により、金型の設
計業務が増えている。しかし、現在、約２割
のオーダーメード品は既存の金型の組み合わ
せで対応できるように、都度の設計が不要な
受注が存在する。よって、金型の組み合わせ
パターンを分析し、組み合わせで対応する受
注の割合を上げて、不要な設計を減らす。

事例Ⅲで150字マス目に

出合ったとき、どうしよう？

【答案A】
オーダーメード品の受注が増えている関係で
リードタイムが長くなっている。オーダー
メード品の中には標準品の金型の組み合わせ
で製造可能なものが約2割あることから、受注
活動で顧客の仕様を確認する際に営業担当が
標準品の金型か判断することで、全体のリー
ドタイムを削減する。

【答案B】
現状は顧客・営業・設計各担当者間で仕様確
認のやり取り後、受注確定の後に都度、金型
の設計・製作に着手する。改善案は過去の
オーダーメード受注を徹底分析の上、共通点
を見出し、設計途中までを標準化するマスカ
スタマイゼーション。また顧客引合段階から
設計を開始することでリードタイムを短縮。

【答案C】
乾電池外装缶受注減によりオーダーメード品
の受注構成比が高まり、仕様書に応じその都
度金型の設計・製作が生じることでリードタ
イムが長期化している。営業・設計・製造部
門を横断した全社的なQC活動を再開し、過去
受注の分析によりオーダーメードの一部を標
準品組み合わせに変更し、業務効率化を図る。

8
6

6

4

3

6

4

6

6
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事例事例ⅣⅣ・経営分析はこう解け、オラオラ！・経営分析はこう解け、オラオラ！

� 事例Ⅳ処理パターン
� ①与件文→②問1経営分析(指標計算)→③個別問題→④問1経営分析(解答編集) →⑤四捨五入単位最終確認

� 経営分析処理パターン
� ①根拠push

� 与件文方向性･根拠 +計算値→指標選択(収益性・安全性・効率性)

� 60字で指摘する根拠から指標を選ぶ

� ②指標pull

� 各指標ごとに3つの根拠スペースを用意

� 与件の根拠をどの指標に使うかを検討(2度漬けOK！)

� ③解答編集

� 3段お重+文末テンプレに合わせて解答記述

お約束処理パターンで
得点安定だぜ！

□金利負担も同時に指摘
③売上高経常利益率

□本業に問題(売上原価or販管費)
①売上高総利益率
②売上高営業利益率

①収益性
～収益性の低下。

□固定資産が極端に悪化→長期安全性
③固定比率＞固定長期適合率

□短期・長期ともに悪化→調達構造
②負債比率＞自己資本比率

□銀行借入の増加→短期安全性
①当座比率＞流動比率

②安全性
～(短期)安全性の低下。

□売掛に問題
④売上債権回転率

□棚卸・有形固定資産回転率が両方悪い
②総資本回転率

□在庫が多いor売上減少
①棚卸資産回転率
□設備が有効活用されていない
②有形固定資産回転率

③効率性
～効率性の低下。

安全性に問題ない場合、
効率性を2つにする

3段お重

□選択基準がお約束
□文末がお約束

なので、悩まない、早い！

子分2人なら BOSS登場

60字フレーム

｢Aが○○、さらにBとCが××なので、収益性が低下している。｣

・指摘要素を3つ考える。
・グルーピングワードを使って60字に盛り込む。
・文末はテンプレートを使ってまとめる。(→収益性・安全性・効率性が低下している。)

・生産設備の調達資金→銀行借入→①金利発生 ②返済原資
・金利発生は ①収益性低下 ②安全性低下、の2回使う。

・回転率が2つ指摘できるケース
①棚卸資産回転率 ＋ ②有形固定資産回転率 の指摘ならBOSS ③総資産回転率が登場

◎-○棚卸資産
-○◎金利負担

効率性安全性収益性キーワード

根拠push
指標pull
コンボで

Aが○○、

Bが××、

Cが△△なので


