
事例 質問 回答

Ⅰ

A社では非正規社員の離職率が低く

なっていますが、それは何故だとおも

いますか?

(そうだったけな? と思いつつ…) はい、A社の非正規社員の離職率の低さの背景について、考えを申し上げます。

A社では、経営ビジョンの1つとして「事業の発展を通じた地域への貢献」を掲げています。

A社では酒造り以外の部門、具体的にはレストランや地元のお土産物販売などで地元の主婦や学生を非正規社員として雇用しています。

経営ビジョンには、企業の方向性を従業員に示し、従業員の心を1つにまとめていく効果があります。A社で働く非正規の社員にも「自分

が働くことが地元に貢献に繋がる」という意識が伝われば、彼らも地元の住民ですから嬉しい訳で、A社への愛着がわき、ひいてはA社で

働くことへの誇りを感じるようになります。

こうしたサイクルがうまく回っているため、A社での非正規社員の離職率は低くなっているものと思います。

以上です。(ちょっと短いかな…と思ったが、追加質問なし)

Ⅰ

同じくA社についての質問です。A社

では年功序列型の賃金制度から成果主

義型の賃金制度への移行を考えていま

す。その際の留意点を説明してくださ

い。

はい、成果主義型の賃金制度への移行に際する留意点について、説明します。

一般的に成果主義型の賃金制度では、①短期指向に陥りやすい、②個人主義に陥りやすいという課題があります。

特に酒造りは、短期的に成果が出たり、1人の力で成果が出たりする性格のものではないので、

①数年のスパンをもった、中⾧期的な目標に対する成果を評価する、

②チームでの成果を評価するものとして、その中で熟練者から若手への教育を通じた人材のレベルアップといった項目も評価対象とす

る、

といった工夫が必要になります。

また、成果主義制度を採り入れる際には

a) 公平・公正な評価基準を定め、評価者・被評価者共にそれを十分理解し、

b) 評価者については評価のばらつきが出ないよう評価訓練を行い、

c) 被評価者1人1人ときめ細やかなコミュニケーションを行って「できたこと」「できなかったこと」「今後期待すること」等を明確にす

ることで、

各人がスパイラルアップしていくような運用をしていくことが大切です。

以上です。(追加質問なし) ※まだ定刻まで1分弱残っていましたが、4問で終了。

Ⅰ

A社は新製品を開発をすることを考え

ています。A社が新製品開発を行う場

合の施策はどういうことが考えられる

でしょうか。

はい。Ａ社が新製品開発を行う場合の施策についてお答えいたします。

Ａ社は、レストラン事業と土産物販売事業とを行っておりますので、そのチャネルを有効活用し、顧客と直接接する店員が顧客からの反

応を聞き、その情報を営業部隊が収集し、顧客ニーズを分析し、それを蔵人へ提案し、蔵人と一緒に議論し、新製品を開発するという施

策が考えられます。

Ⅰ

A社はＡ社⾧の祖父のグループ会社と

連携することを考えていますが、その

場合の施策はどういうことが考えられ

るでしょうか。

はい。Ａ社がグループ会社と連携する場合の施策についてお答えいたします。

グループ会社として、高級旅館と飲食店が複数店舗あります。

例えば、高級旅館の夕食でお薦めとして提供し、気に入っていただいた場合は、旅館内の土産物店で購入いただいたり、蔵元を紹介した

りすることが考えられます。この場合は、高級旅館というチャネル経由ですので、ブランド価値を高めることにもつながると考えられま

す。

また、飲食店でも同様に、お薦めとして提供し、気に入っていただいた場合は、蔵元を紹介するという施策が考えられます。

Ⅰ
成果賃金と年功序列賃金の違いと留意

点について

成果主義と年功序列賃金の違いについて回答します。成果主義はその名前の通り成果、業績によって従業員を評価する制度です。メリッ

トとして業績が良いと従業員の給料が上がり、モチベーションアップに繋がります。デメリットとして従業員が短期的利益の思考に陥り

やすい点があります。次に年功序列賃金ですが、若い従業員の給料を抑えながら、年次が上がるにつれて給料が上がっていく仕組みで

す。成果主義と逆の特徴を持ちます。メリットは⾧期的視点で人材育成ができます。デメリットは若手従業員の給料が低くモチベーショ

ンが上がりにくい点があります。留意点について、A社は酒造、レストラン、土産物の3事業を持っているので、成果主義を導入する際は

公平な評価基準を設けられるかどうか、が留意する点となると考えます。

Ⅰ 家族経営のデメリットについて

家族経営のデメリットについて回答します。家族経営とは経営の意思決定を今回でいう酒蔵の当主および親族で行っていくことです。デ

メリットとして、重要な意思決定においても慣習で行われるリスクがあること、経営のチェック機能が働きにくいこと、俗人化しやすく

キーマンの意見がそのままそのまま会社の方針となってしまうリスクがあることなどが挙げられます。

Ⅰ

Ａ社はこれまで⾧く年功序列の賃金体

系を続けてきました。その理由は何だ

と考えますか？

年功序列賃金に関して、A社の前にグループ全体を考えますと、A社のグループでは地域に密着した飲食店や高級旅館の事業を展開してき

ました。これらの事業では、サービスの品質向上や総帥であるA社⾧のお祖父さんの理念を浸透させるためにも、社員に⾧期で勤務して

もらいたいと考えていたと思います。そのため、年功序列の賃金体系を採用して、⾧期の雇用を前提とした社員の教育を行なってきたと

考えます。A社におきましても、買収元の酒蔵では⾧く勤められてきた社員の方々がいらっしゃいますので、買収後すぐに退職されてし

まうことのないように、年功序列の賃金体系を採用したと考えます。

Ⅰ

Ａ社⾧から新たに非正規社員を数名、

正規社員にしたいと相談されました。

何をアドバイスしますか？

非正規社員を正規社員に登用するには留意点はふたつあると考えます。まず、制度設計の面ですが、正規社員と非正規社員の賃金や勤務

条件といった待遇にどういった差を付けるかということに留意する必要があります。正規社員では勤務の自由度は低いけれど賃金は高く

待遇が安定しているとか、非正規社員では賃金は低くても短時間の勤務や休日が多いなど自由度の高い勤務が選べるといった点です。こ

この違いを明確にする必要があります。2点目としては、対象となる社員の意思の尊重です。正規社員と非正規社員の待遇や条件の違い

を十分説明した上で、正規社員になる意思があるのか、本人の意向を最大限に尊重すべきだと考えます。

Ⅰ

→(追加質問)A社⾧は非正規社員を管

理職にしようと考えています。何に留

意したら良いですか？

非正規社員が新たに管理職となる場合、部下となる正規社員の方々への説明が必要になると考えます。ただし、A社はこれまでも年功序

列の賃金体系を取りながらも、若手の執行役員や情報システム導入を進めた女性の若手の管理職を抜擢してきました。こういった能力評

価をしてきた前例もありますので、正規社員の皆さんにも、新しく管理職になる非正規社員の方の能力や実績を説明するのが良いと考え

ています。



事例 質問 回答

Ⅰ
C社社員の技術力を高めるための方法

はどんなものがありますか？

はい、C社社員の技術力を高めるための方法についてお答えいたします。

まず１つ目の方法は、OJTの強化による方法です。C社では社員によって技術力の差が大きい状態ですが、社員間の技術承継が機能すれ

ば、技術力の低いグループも技術力が高めることにつながります。

２つ目の方法は、標準化・マニュアル化です。熟練作業員の作業内容を標準化・マニュアル化すれば、早期の技術力向上につながりま

す。

３つ目の方法は、外部との連携によるものです。業界団体など、横のつながりで勉強会・技術交流をすることで、技術社員のの技術力向

上・モチベーション向上が図れます。

Ⅱ
B社の強みを生かして自社ブランド製

品をどのように強化していくか？

質問の内容を再確認して回答開始。

まず、X島の強みである自然の美しさを訴求します。X島は美しい海と青い空、農作物の緑とそれらのコントラストが素晴らしい島です。

その島の美しさを訴求する写真を全面に出した展開を行う事で、美しい自然を好む顧客にブランドを浸透させることができると考えま

す。次に、ハーブYの効能を全面に出すことです。ハーブYはX島に自生し、他の地域では収穫できない希少性があると考えます。そし

て、昔から⾧寿に効くということで、島の方々がおひたしや祝いの膳で食するという歴史に基づいた差別化要素があります。島のご⾧寿

の方のハーブYの食べ方、安全で高品質なハーブを収穫していることを示す実際の作業状況を訴求することで、B社でしか得られない差別

化されたブランド力を訴求することができると考えます。以上です。

※ここまでしっかり言えてません。倍は盛ってます。。。

Ⅱ
 X島の宿泊業、飲食業との連携にはど

のようなものがあるか

質問の内容を再確認して回答開始。

まず、宿泊業との連携についてですが、宿泊しているお客様は観光客が多いと考えます。そのため、X島の観光イベントとして、農業体

験や古くから続く祝い善、おひたしの料理教室などを提供して、観光客にX島の良さを知ってもらうということがあります。

次に飲食業に関しては、ハーブを利用したメニューに利用してもらい、ハーブの良さを知ってもらうことができると考えます。観光客に

ハーブを利用した伝統の食を提供することで、ハーブYの魅力も向上させることができると考えます。

Ⅱ
追加質問：連携という面ではどうで

しょうか？

企業間における連携ということでよろしいでしょうか。 （面接官；うなずく）

最初つまる。。。

そうですね。。まず、先ほどの回答がB社観点のみでした。連携という面で宿泊業、飲食業側の観点が抜けておりました。

連携面として、B社のハーブYの栽培方法を宿泊業、飲食業の企業に展開し宿泊業・飲食業の企業がハーブYを栽培するという連携方法が

あると考えます。

宿泊業・飲食業のメリットとして、先ほど回答いたしました農業体験やメニューの材料が自社の資源で対応できるというメリットがあり

ます。また、ハーブYをB社に提供することで売上増にも寄与し、B社としても十分な材料を確保できるというメリットが発生すると考え

ます。

Ⅱ

自社ブランド製品をオフラインで売る

としたら、競合他社のハーブ製品と差

別化するためにどのような店舗で売

る？業態でなくどんな商品を置く店舗

という意味だったらしい。再質問され

た。

自社ブランド製品をオンラインサイトでなく実店舗で売る場合、どのような店舗で売るか、という質問について回答します。どのような

店舗か、については、どのような業態か、と解釈して回答します。B社のブランド製品についてX島で知名度があること、またZ社との取

引実績があることから競合と差別化できるブランドを持っていると考えます。より販売数を見込めるイオンなどのショッピングセンター

での販売を進めるべきと考えます。→店舗についての回答）健康に興味がある客層が集まる店舗、サプリメントや栄養ドリンクといった

商品の品揃えが多い店舗で販売すべきと考えます。

Ⅱ

自社の強みを生かして自社ブランド製

品をどのように強化していくか？とい

う内容の質問。これはテンパってたの

で忘れました。

まずB社の強みについて回答します。B社の強みは自社工場を持ち加工、乾燥、発送ができること、またZ社との取引実績があり知名度が

あることが挙げられます。そしてこの強みをどう自社ブランド製品強化に繋げていくかについてですが…ここで詰まる…。(ターゲット

女性 オンラインサイトユーザー、20代から50代とか適当なことを言い並べたような記憶があります）

Ⅱ

B社は、ハーブYを活用してX島をPR

し、X島以外の人との接点を持つ機会

を増やしたいと考えいます。あなたは

B社にどのような助言をしますか。

X島には、昔からお祝いの膳やイベントとしてハーブを食べる文化があります。そこに着目して、X島の人たちとX島以外の人が交流する

イベントを企画することで、接点を持つ機会を作ることができると考えます。またX島には未利用の耕作地がありますので、その土地を

利用してハーブの収穫体験を企画することで、接点を持つ機会を作ることができると考えます。一度X島に来る機会を作ることができれ

ば、X島の豊かな自然やハーブの良さのPRに繋げることができるので、ファンを作ることも可能と考えます。

Ⅱ

B社は、Z社以外の取引先を増やした

いと考えています。あなたはB社にど

のような助言をしますか。

Z社以外の取引先としては、BtoBでは、消費者の健康志向を背景に拡大基調のヘルスケア市場の開拓を提案します。ヘルスケア市場は競

争が激しい市場ではありますが、B社のハーブは希少性や効能による差別化が可能である点や、Z社との取引実績がある点等を訴求するこ

とで、新たなのヘルスケア市場のメーカーとの取引を目指します。

またBtoCでは、オンラインでの最終消費者向けの取引拡大も、取引先を増やすための選択肢の一つとして考えられます。B社は製品開発

能力がまだ十分ではないと考えますので、オンラインでのコミュニティ作りによる情報の発信とニーズの収集を進め、顧客参加型の製品

開発を進めることによりオンラインでの取引の定着と拡大を図ることを提案します。これらBtoBとBtoCをうまく組み合わせることでリ

スクを分散しながら取引先の拡大が可能と考えます。

Ⅱ

B社は今後自社ブランドで商品展開を

しようと考えています。B社の弱みを

踏まえて施策を助言してください。

B社はこれまでZ社にハーブYを原材料として供給しており、商品のブランディングはZ社に依存していましたので、B社のブランド知名度

が弱みであると考えます。過去には自社ブランドのOEM製品を試作して離島フェアに出展しましたが、思うように販売できませんでし

た。ですので、施策としては、Z社が展開して知名度が上がってきているハーブYやX島の地域ブランドをまず打ち出して、X島のハーブY

製品として打ち出して、B社というブランドは商品が売れ始めてから打ち出すのが良いと思います。また、Z社のような大企業は全国的な

プロモーションが打てますが、B社ではそこまでのセールス・プロモーション費用はかけられません。自社オンラインサイトで安眠効果

のあるハーブの試験販売を行なって成功していますが、同様にオンラインでのプロモーションや、併せてX島の空港などに看板を出してX

島の訪問客にプロモーションするのが良いと考えます。

Ⅱ 上と同じ質問でした。

B社は元々農家で、農家が粉末加工工場を持っただけの会社です。ですので、最終消費者に向けて直接販売するための製品開発力、マー

ケティング力、情報収集能力がありません。その点が弱みと言えます。今後自社ブランドを展開するためにはx島の観光業社と組んで、x

島を訪れた観光客向けに実際にハーブYを食べてもらったり、畑を見てもらったりしてハーブYを知ってもらう事という作戦が考えられま

す。



事例 質問 回答

Ⅱ

(案の定追加)X島だけではなかなかブ

ランド化は進まないと思いますが、都

市部ではどのように自社商品を展開し

ますか。

Z社の商品は30～40歳代の女性がターゲットでした。ちょうめい、あ、いえハーブYは健康⾧寿に効果があると言うことでしたので、高

齢者向けや高齢者に限らずあらゆる年代に向けリラックス効果など新しい効用を探してそれらを必要としている医薬品メーカー、食品

メーカー等と組んで展開していくと言う作戦が考えられます。(作戦て！)

Ⅱ

Ｂ社では新たに大都市に向けてハーブ

Yを生で出荷することを検討していま

す。どのように販売すれば良いと考え

ますか？

B社は元々はハーブYを使った製品を販売しようとしていましたが、生のままのハーブでは消費地への輸送で問題があったため、乾燥粉末

にして原材料として提供することにしていました。ですので、生のままで輸送する際の、輸送費や鮮度を保持するなどの課題を解決しな

いと販売を開始しても継続することは難しいと思います。

(ここで具体的な課題解決の例を話そうとして言葉に詰まって沈黙する)

すみません、具体的にどのように解決するのか、今はお話できませんが、課題を分析して解決策を先に検討すべきと考えます。

Ⅱ →(追加質問)プロモーションの面ではどうですか？

乾燥粉末の原材料としてのハーブYは、Z社以外にもヘルスケア市場でメーカーからの引き合いも来ており、知名度も上がっています。一

方で、生のハーブはこれまで販売はされていませんでした。ただし、島の中では祝い膳に入れたり、普段からもお浸し等で食べていまし

た。この生の調理法を自社のオンラインサイトで紹介したり、実際にX島を訪問する観光客に試食してもらう体験ツアーを企画するのが

良いと考えます。

Ⅱ 上と同じ問題でした。
ハーブYは健康⾧寿に効能があるとの事でした。飲食店でハーブYを使ったメニューを開発してもらいまずは実際に食べてもらう事が有効

だと思います。介護施設に試験的に提供して食事に出してもらうのも有効な作戦だと思います。

Ⅱ
(追加)B社は都市部での販売強化を考

えています。それだけでは弱いと思い

ますが、ほかにありますか？

各県は都市部にアンテナショップを持っていると思います。県などと協力してアンテナショップでの販売を行うことが有効だとかんがえ

ます。

Ⅲ

C社は個別受注生産の企業ですが、個

別受注生産の生産計画上の留意点は何

ですか?

はい、個別受注生産をする際の、生産計画上の留意点について説明します。

個別受注生産では、予め決まった製品を製造するのではなく、お客様のご要望に応じて1つ1つ異なるものを製造しますので、まず第一に

お客様と営業の間で、どのような製品を製作するのか、3次元CADを活用するなどしてお客様との間の認識の齟齬をつぶしこんで、製品

のスペックをしっかりと固めることが重要です。

その上で、その製品の制作に必要な生産計画を立案する訳ですが、これは日程、調達、工数の3つの側面で留意が必要です。

第1の日程計画は、この製品をつくるのに必要なプロセスを明らかにして、他の製品の制作状況と照らし合わせながら進捗を管理し、進

捗に遅れが出た場合はどのように挽回するかの検討が必要です。

第2の調達計画については、製品製作に必要な部品・材料を把握し、いつ・何が・どこに・どれだけあるかを確認し、不足が予想される

場合は調達リードタイムに配慮して的確に発注をかける必要があります。

第3の工数計画については、人員の稼働状況や余力を、そのスキルレベルと共に把握し、特に日程の調整が必要になった際に誰をどこに

配置するのか、柔軟に対応することが求められます。

以上の3点に留意して、納期を守った生産をすることが重要です。以上です。(追加質問なし)

Ⅲ

同じく事例Ⅲからの質問です。C社

は、加工技術を高めていきたいと考え

ています。その際の留意点について説

明してください。

C社の加工技術ですね? (→はい) ※ここで、全工程について話すと決断

はい、それではC社が加工技術を高める際の留意点について、私の考えを申し上げます。

まず、加工技術を高めていく前段として、全工程において、作業の標準化・視える化を実施し、作業の原単位、言い換えますと改善の出

発点を明らかにしておくことが重要です。

C社の製造工程は、切断、曲げの加工工程、溶接・組立工程、研磨工程、あと検査工程もありますが、それぞれについて検討します。

切断と曲げの加工工程については、現在NC加工機による制作をしています。ここに3次元CADを活用したCAD/CAMを組み込むことに

よって生産性の向上をすることが考えられます。その場合、３次元CADは2次元とは異なるスキルが必要になりますので、計画的で綿密

な教育訓練が必要になります。

溶接・組立工程と研磨工程は、現在主に手作業で制作を行っております。ここを機械化するかについては、これまでC社はこの部分の品

質の高さを売りにしてきましたから慎重な検討が必要で、部分的に機械化を行ったとしても、最後は人の手による仕上げによって高品質

を担保すべきです。

その際の加工技術については、冒頭に申し上げた作業の標準化に基づいて、熟練工による集合教育や、熟練工と若手の作業員が指定コン

ビとなってOJTで訓練する等によって底上げを図ることができると考えます。

以上です。(追加質問なし)

Ⅲ

C社は、技術者不足に悩んでいます。

あなたはC社にどのような助言をしま

すか。

高度な技術者が不足しているという意味で答えますと、作業の標準化やマニュアル化を行い、計画的にOJTを行うことで、技術者全体の

レベルアップを図ることが可能と考えます。また採用の観点から答えますと、⾧期的には新人を採用し、マニュアル等を用いてい教育す

ることで将来の人材を確保します。また短期的には中途採用による技術者の確保という手もあります。

Ⅲ

C社は、設計の技術力アップを検討し

ています。

あなたはC社にどのような助言をしま

すか。

設計においては特に打ち合わせ段階のイメージのすり合わせに時間を要しているという問題点もありますので、従来使用している2次元

CADではなく3次元CADを導入することで、顧客とのイメージのすり合わせ時間を短縮することができ、3次元の細かいデザインも可能に

なるので技術力アップにつなげることができると考えます。

Ⅲ
C社が3DCADを導入する際の留意点は

何でしょうか。

留意点はトップダウンで導入するのではなく、導入する意義や期待を社員全体に伝えることが重要と考えます。導入後は俗人的な業務と

ならないよう標準化や手順化とOJTによる教育を計画的に行うことも重要と考えます。

Ⅲ
C社が3Dプリンターを導入した場合の

メリットは何がありますか？

C社が3Dプリンターを導入することにより、受注・設計・施工までのコミュニケーションを円滑にし、業務効率の向上を図ることができ

ます。

Ⅳ
飲食業の数店舗が赤字だが事業継続す

るかどうか判断する上での留意点は？

質問の内容を再確認して回答開始。

事業の継続を考える上では貢献利益がプラスかどうかを判断すべきと考えます。

貢献利益は売上高から変動費、個別固定費を引いたものとなります。これがプラスであれば共通固定費の削減に寄与するというメリット

がありますので、事業は存続すべきと判断でき、逆に赤字であれば事業を終了するということも考える必要が出てくると考えます。以上

です。



事例 質問 回答

Ⅳ

追加質問：赤字であり、それが継続し

ているという状況における留意点はあ

りますか？

はい。単年度で見て赤字でも⾧期的観点で利益が得られるという場合もあると考えます。例えば、初期投資が大きく後々に利益が得られ

るという状況が想定されます。

このような場合、正味現在価値や内部収益率で事業の継続を判断すべきと考えます。これらは将来のキャッシュフローを現在価値に割り

戻して投資対効果がプラスかどうかを判断できるものとなります。単年度の成績だけでなく、価値を得られる期間のトータルの価値で事

業性を判断するということも重要と考えます。

Ⅳ
飲食業が赤字になることによるD社へ

の影響は？

質問の内容を再確認して回答開始。

赤字になる、ということはキャッシュが流出するという状況になります。

収益面で利益が減少するという状況であり、その他事業で得たキャッシュが流出するという状況になり財務面で悪影響を及ぼします。

財務面としては安全性にも悪影響があります。D社は負債が多く、当座比率もかなり低い状況です。

このため、キャッシュの流出により短期の安全性がさらに悪化し、倒産のリスクが高まります。

次に効率面ですが、D社は有形固定資産回転率が同業他社と比較して悪い状況です。赤字により飲食店の有形固定資産から得られる収益

が低くなるという状況であり、効率性の悪化に繋がります。また、先ほどの安全性の上でも効率性が悪いと安全性の低下に繋がる悪影響

があると考えます。

赤字となることはD社に悪影響を与える状況と考えますので、事業継続に関して検討すべきであると考えます。

Ⅳ

D社は負債比率が高いです。負債比率

が高い場合に、経営上の注意点は何に

なりますか。

※（追記）下記の田中さんのコメント

のとおり、「短期借入金」と聞かれた

かと、言われてみてそう思いました。

はい。負債比率の高いD社の経営上の注意点をお答えいたします。

負債比率が高い場合、資本構成上の安全性は低いため、銀行から追加の借入金を得ることが難しくなると考えられます。

銀行からの借入金追加が難しい場合、追加投資が難しくなり、キャッシュフロー的にも、経営的に厳しい状態となると考えます。

また、収益性で言いますと、支払利息が多くなりますので、経常利益が低下するため、得られる経常利益が少なくなります。

一方で、有利子負債は純資産よりも資本コストが小さくなりますので、その点はメリットとも考えられます。

Ⅳ
上の問題と同じと思います。「短期借

入金が多い事の経営上の注意点は何に

なりますか」でした。

はい。D社は戸建住宅事業を手がけており販売用不動産を持っています。販売用不動産は短期借入金でまかなわれるべき資金であり、短

期借入金と販売用不動産はほぼ見合う金額であり、短期借入金が80百万円ほど多いですが運転資金として適正な範囲と思います。販売用

不動産売却時に短期借入金は返済できるので特に問題はないと思います。

Ⅳ

(苦笑いしながら追加)いや、D社は業

績が悪化しています。そのような時に

短期借入金が多いとどうなりますか？

はい。短期借入金は意識して返済しなければ残り続け、利息の支払いが継続します。運転資本に見合う短期借入金は必要ですが、キャッ

シュフローに見合う金額を⾧期借入金に振り替えて借入金の削減をするべきです。

Ⅳ

Ｄ社のステーキ店をカジュアルなレス

トランに業態変化させる場合の留意点

は何でしょうか。

はい。D社がステーキ店をカジュアルなレストランに業態変化させる場合の留意点をお答えいたします。

まず、正味現在価値法を使用して判断することが考えられます。

D社はバランスシートを見る限り、店舗に大きな投資をしていると考えられます。ですので、業態変化する場合にも、大きな追加投資が

必要と考えられます。

また、カジュアルなレストランはステーキ店よりも客単価が低くなると考えられますので、それに従って売上高総利益率も低下すると考

えられますので、その点に留意が必要です。

D社は地域の食材を使用することを理念としておりますので、もしD社の地域で特産の牛があるのであれば、ステーキ店の継続の場合の

ほうがよいという考え方もあるかと思います。

Ⅳ 上と同じ問題でした。

ステーキ店はすでに赤字で多額の資金を投入していることが予想されます。今後はなるべく投資を抑えて業態変更を行うべきと思いま

す。変更の際には、既存店舗と顧客が被らないか、地域の人口や同業他社の動向などを考慮して投資額以上の収益が得られる事を慎重に

予想した上で判断すべきです。(他にも喋ったが忘れた)


