
①これまでやったミス

これまでやったミス

計算間違え
何度も検算すること

難かしい問題に時間をかけてしまい、とるべき問題を落とした。

①配点チェック/タイムマネージメント

配点チェック/タイムマネージメント

分析問題はみんなが正解するので、絶対にはずさない。
解決や提案問題は、みんなが正解しないので、そこそこでいい。
時間をかけても正解を勝ち取る。

記述タイムは40分なので、40分÷100点で、1点あたり0.4分

10点の問題なら20点×0.4分/点の4分で記述する。

②★設問要求の種類

設問要求

設問要求の種類は⼤きく分けて４種類しかない。

①と②は簡単なので確実に得点する。
③は合否の分かれ目のため時間をかけて慎重に対応する。
④はどうせ正解しないので、時間をかけずに⼤枠を外さない事に注意する。

このタイムマネージメントで、A評価を勝ち取る。

時制/
必要なスキル

過去 現在 未来

分析能⼒ ①
【難易度 ★☆☆ みんなができる】

＜設問＞
強みは？
その時のメリットは？
どんな改善活動を⾏ったのか？
営業活動の違いは？
原因を述べよ

＜必要なスキル＞
分析する能⼒
＜得点目標＞
目標8割

②
【難易度 ★☆☆ みんなができる】

＜設問＞
この⽅策が適しているのはなぜか？
差別化要因は？
理由は何ですか？

＜必要なスキル＞
分析する能⼒
＜得点目標＞
目標8割

問題解決能⼒ ③
【難易度 ★★☆ 勝負の分かれ目】

＜設問＞
とるべき施策は？
どのようなターゲットにすべきか？

＜必要なスキル＞
提案⼒
＜得点目標＞
目標6割

④
【難易度 ★★★ むずかしすぎる】

＜設問＞
どのような戦略をとるべきか？
実⾏するにあたり留意点は？
課題と改善策は？
助⾔せよ

＜必要なスキル＞
構想⼒
提案⼒
＜得点目標＞



目標5割

③ ◆◆解答フレーム◆◆

◆◆解答フレーム◆◆

③課題と改善策は？

課題と改善策は？

課題は①〜、②〜である。改善策は、①〜、②〜である。

課題と問題点の違い。

課題→将来のこと

◯◯を良化させることが課題
問題点→過去のこと

◯◯が悪化したことが問題

②◆◆設問要求◆◆

◆◆設問要求◆◆

③★★理由は？

理由は？

〜(事実)なので、〜(⽅法)することで、〜の(効果)があるから。

事実(外部で起こったこと)
競争が激化したので

⽅法(⾃社がやったとこ)
⾼付加価値を採⽤して

効果(ねらい)
ブランド⼒が向上する
効率化する
収益性が向上する
顧客満⾜度があがる

 

③★留意点は？

留意点は？

留意点は、〜（課題）を達成するために、〜（デメリットを消す or メリットを最⼤化する）ことで



ある。

「留意点」は事業を組み⽴てる上での必要な注意事項。つまり「課題」と解釈する。
また、「事業を組み⽴てる」とは「施策」を通じてある「課題」を達成する「企業活動」として捉える。
事業を組み⽴てる上で（施策→課題達成）の、留意点（課題そのもの）は何か？という解釈です。
どのような点に留意して事業を組み⽴てていくことが必要であるか？と聞かれているので、「留意点」の拡⼤解釈とその因果を意識した解答を書
いてます。

③メリットとデメリット

メリットとデメリット

メリット
〜の強み(S)を活かせる
〜の弱み(W)を克服できる。

デメリット
〜の強み(S)を活かせない
〜の弱み(W)を克服できない。

④ ◆◆与件⽂Check◆◆

◆◆与件⽂Check◆◆

④わざわざ表現 事例Ⅳ

わざわざ表現 事例Ⅳ

売上減少によって起こること
収益性が悪化する。
⽣産設備に⾒合った売上ではなくなるので、効率性が悪化する。
内部留保ができなくなるので、安全性が低下する。
→従って「問題点の原因」を問われた場合、全てに「売上」が⼊る可能性あり。

負債の増加によって起こること。
経営の安全性が低下する。
営業外費⽤が増加し収益性が低下する。
内部留保の蓄積ができないと安全性が低下する。

固定資産の増加によって起こること。
それに⾒合った売上がないと、効率性が低下する。
純資産と固定負債で調達ができてないと、短期安全性が悪化し、倒産可能性が⾼まる。

棚卸資産や売掛⾦の増加によって起こること。
売上が⽐例して増加していないと、売上に貢献できていない在庫を保有しているため、効率性が低下する。
運転資⾦の増加にともなう資⾦不⾜を補うために流動負債も増加していると、営業 CF を圧迫している可能性があり、かつ安全性も低下す
る。

その他
売上原価
何らかの理由で、⽣産効率が悪くなると、悪化する指標。
例）勤務時間増加による労務費の増加、歩留まりの悪さによる材料費の増加 etc

当座資産に含めてはいけないもの⇒棚卸資産、その他の流動資産

④わざわざ表現(1)

わざわざ表現(1)



これがあったら、解答に使う。
わざわざ表現は、出題者が「この⾔葉を使って欲しい」との意図と捉えるべし。

否定：〜されていない        
これは深読みも何もないですね。否定的な表現があれば基本的には要チェックです。
管理がされていない → 管理すべきだ
共有がされていない → 共有すべきだ
◯◯はまだない → ◯◯すべきだ
◯◯は少ない → ◯◯すべきだ
未だ◯◯ない → ◯◯すべきだ

同質：同様に、同じような
◯◯も同様である → ◯◯はやらずに△△をやる
◯◯と同じような → ◯◯はやらずに△△をやる
中⼩企業の戦略は、差別化戦略なのだ

強調：に、とりわけ、まさに
これは意識的か無意識か判断が難しいものもあります。
「特に」「とりわけ」「まさに」など強める表現があれば、何かしら作問者の意思が反映されている可能性はあります。

逆接：〜が〜ものの、
逆接の場合は後ろに問題点が記載されている可能性があります。
「〜が、…」「〜ものの、…」などは、「…」の部分に何かしらのヒントがあるかもしれません。
ただし、作問者が無意識に使っている場合もあるので深読みは禁物です。

繰り返し
同じ⾔葉を多⽤していたり、似たようなことを繰り返し記載している場合は注意が必要です。
SWOTや問題点の適⽰に多く使われているような気がします。

かぎかっこ
かぎかっこで括られている⾔葉は何かしらの意図があると考えられます。
できるだけそのまま解答に引⽤してあげるとよいと思います。

④わざわざ表現(2)

わざわざ表現(2)

売り上げ依存度が⾼い
リスク分散の必要あり

激しい競争を展開している
競合、外部環境の変化について書いてある部分を探す
価格以外の⾃社の強み(S)を活かせる分野で差別化
競争を回避する。

◯◯できた。
結果として使える。
機械化しても、顧客離れを防ぐことができた。
→機械化しても顧客を防いだ。

④評価せよ

評価せよ

〜(事実)なので、〜(効果)が少なく評価できない⼀⽅で、〜(事実)は、〜(効果)があり良い評価であ
る。

(例)
⽼朽化した固定資産売却により、有形固定資産回転率は⼤きく変化せず効率化の向上はできなかったが、⼀⽅で営業利益率が⼤きく向上し、総じ
て良い評価であるといる。

良い⾯だけでなく、悪い⾯と良い⾯の両⾯で書く。
→ 多⾯的

⑤ ◆◆切り⼝◆◆



◆◆切り⼝◆◆

⑤★★★経営指標

経営指標

⼩さい⽅がイイのは、固定⽐率と、固定⻑期適合率だけ。それ以外は、⼤きい
⽅がイイ。

◆予⾒⽂から問題点を推測し、財務諸表で裏付けをとる。
財務指標だけでは、絶対に選ばない。
与件分に沿わないと、解答で⽭盾が発⽣する。

◆問題点の指摘は、かならず⽐較対象がある。
⾃社の過去、他社、業界中位等。
⽐較対象と同程度であっても、より上を目指しているなら、短所にもなる(H22)。
⽂字数に余裕があれば、「◯◯と⽐較して〜が低い」と書くと、具体性Up

最も正答になりやすい収益性指標は、売上⾼営業利益率
 売上⾼営業利益率 ３回
 売上⾼経常利益率 ２回

最も正答になりやすい安全性指標は、⾃⼰資本⽐率
 ⾃⼰資本⽐率   ３回
 当座⽐率     １回

最も正答になりやすい効率性指標は、有形固定資産回転率
 有形固定資産回転率 ３回
 棚卸資産回転率   ２回
 総資本回転率    １回

⑤★★★経営指標(安全性)

⑤★★★経営指標(安全性)



安全性

⼤きい⽅がイイ → 当座⽐率、流動⽐率
⼩さい⽅がイイ → 固定⽐率、固定⻑期適合率

指標 問題点(与件から) 原因 / 影響 対応策

当座⽐率(⼤きい⽅がイイ)

当座資産 ÷ 流動負債 (%)

当座資産
＝ 現⾦ + 受取⼿形 + 売掛⾦ + 有価証券 – 
貸倒引当⾦
→ げんきん・うけ・うり・あり・だおれ
(棚卸資産は含まない)

運転資⾦の増加
→運転資⾦の不⾜を短期借⼊⾦で
まかなう

原材料費の⾼騰（価格転嫁できず）
→原材料の購⼊により多くの現⾦
が必要

当期純損失を計上
→不⾜分を短期借⼊でまかなう

現⾦⤵
短期借⼊⾦⤴

なので、短期安全性が低下
する。

現⾦を増やす

売掛⾦を回収

決済条件を短くする

流動⽐率
(⼤きい⽅がイイ 100％以上)

流動資産 ÷ 流動負債 (%)

棚卸資産⤵
短期借⼊⾦⤴

なので、短期安全性低下

在庫を増やす

→CFの観点と逆になるの
で、注意

⾃⼰資本⽐率
(⼤きい⽅がイイ)
負債 ÷ ⾃⼰資本 (%)

借⼊過多 借⼊⾦⤴
利益余剰⾦⤵

により、⻑期的安全性が低
下

固定⻑期適合率(コチテ)
(⼩さい⽅がイイ 100%以下)

固定資産 ÷ (固定負債 ＋ ⾃⼰資本) (%)

⻑期借⼊⾦の増加 固定資産⤴

⻑期借⼊⾦⤴
⾃⼰資本⤵

により⻑期安全性が低下

固定⽐率
(⼩さい⽅がイイ)

固定資産 ÷ ⾃⼰資本 (%)

固定資産の増加 固定資産⤴
⾃⼰資本⤵

により、⻑期安全性が低下

⑤★★★経営指標(効率性)

効率性

売上⾼ ÷ 資産
⼤きい⽅がイイ 
回転数が多いので

指標 問題点(与件分から) 原因 / 影響 対応策

有形固定資産回転率

売上⾼ ÷ 有形固定資産(回)

稼働率が低い
遊休資産がある
設備が⽼朽化
広⼤な敷地

売上に貢献しない固定資産があり、効率性が低下。 設備の売却(リストラ)
設備の更新
新設備の導⼊



棚卸資産回転率

売上⾼ ÷ 棚卸資産(回)

新規顧客の増加
→製品の作りすぎ

製品が市場にニーズと乖離
→在庫が多い

歩留まり低下
→原材料の保管量増加

製品ライフサイクルの短縮
→売れ残りの増加

在庫管理、⽋品、過剰在庫

棚卸資産が増加し、効率性が低下。 ⽣産体制の⾒直し

新商品の開発

総資産回転率

売上⾼ ÷ 総資産(回)

その両⽅ 棚卸資産と有形固定資産の両⽅が多く、効率性が低下

【ありがちな資産効率低下の要因】

設備が⽼朽化：非効率的な⽣産⽅式、稼働率の低下
広⼤な敷地：有効活⽤されていないと売上⾼増加につながらない

設備の歩留まり低下：原材料の保管増→棚卸増加
製品ライフサイクルの短縮：売れ残り増加→棚卸資産増加

⑤★★★経営指標(収益性)

収益性

利益 ÷ 売上⾼
⼤きい⽅がイイ
利益率が⼤きいので

指標 問題点(与件から) 原因 / 影響 対応策

売上総利益率

売上総利益 ÷ 売上⾼(%)

商品の差別化が出来ていない。
→販売単価の下落

売上原価上昇、仕⼊価格上昇、販売単価下落。

競争激化、売上減少、受注減少
→売上⾼の減少

設備の⽼朽化
→ ⽣産効率性が悪化 → 材料のムダ、⼈員ムダ、諸経費のムダ → 

⼯員の残業が多い
→⼯員は労務費で製造原価。

売上⾼⤵

売上原価⤴

ので、収益性が低下

⾼付加価値の販売

⽣産効率性を向上

売上⾼営業利益率

営業利益 ÷ 売上⾼(%)

販管費、⼈件費⾼騰、(営業マンの)残業が多い
→販管費が⾼騰

設備が⽼朽化
→故障がちでメンテナンス費⽤(管理費）がかかる

売上⾼⤵
売上原価⤴

販管費⤴ 販管費を抑制。



ので、収益性が低下

売上経常利益率

経常利益 ÷ 売上⾼(%)

借⼊が多い

⾦利負担が重い

営業外損失(⽀払利息)に問題あり
→⽀払利息、借⼊⾦の増加

借⼊⾦⤴
⽀払利息分⤴

ので収益性が低下

借⼊⾦返却

⼈件費
「残業対応で⼈件費が増加」という状況をよく⾒かけますが、製造原価の問題点を指摘するなら「労務費」、販管費の問題点を指摘するなら
「（製造間接費という意味で）⼈件費」と使い分けしたいです。

⑤★★★出題テーマ

出題テーマ

絶対でる★★★
経営分析

よく出る★★☆
CVP
CF計算
NPV

出るかも★☆☆
セグメント別損益計算
ディシジョンツリー
オプション取引

⑤★★キャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フロー

  税引前利益 ＋   P/Lの数値
  減価償却費 ＋  

非資⾦費⽤の調整
  貸倒引当⾦の増加額 ＋  
  受取利息及び受取配当⾦ －  

営業利益への修正
  ⽀払利息 ＋  
  有価証券売却益 －  
  有形固定資産売却損 ＋  
  売上債権の増加額 －  

WCの増減  棚卸資産の増加額 －  
  仕⼊債務の増加額 ＋  

 前受⾦の増加額 ＋  

その他の調整
 前払⾦の増加額 －  
 未払費⽤(営業関連) ＋  
 前払費⽤(営業関連) －  

⼩計    

  受取利息・受取配当⾦の現⾦収⽀ ＋  
  ⽀払利息の現⾦収⽀ －  

 未払法⼈税 ＋    
  法⼈税等の⽀払額 －    
 営業活動によるキャッシュ・フロー    



⑤★★損益分岐点(CVP)分析

損益分岐点(CVP)分析

⑤株式指標

株式指標



⑤収益性

収益性

利益
利益＝売上  コスト

売上
売上 ＝ 単価 × 数量
売上 =  客単価 × 来店頻度
売上 =  購買単価 × 購⼊点数

単価
客単価
購買単価

数量
⼀回の購⼊数量
購⼊頻度

コスト
コスト＝変動費＋固定費
ムダな費⽤の削除などが考えられる。

⑤節税効果

節税効果

負債がない企業は、負債のある企業と⽐較して、⽀払利息×税率だけ企業価値が上がる。

企業価値上昇分(節税効果) = ⽀払利息 × 税率(t)

⑥オプション

オプション



■輸⼊企業の場合
海外から仕⼊れている商品をドルで決済する
⇒ドルを安く買えた⽅がよい（円⾼がうれしい）
⇒ドルのコールオプションを購⼊する。

■輸出企業の場合
海外に販売した商品の代⾦をドルで受け取る
⇒ドルを国内で⾼く交換したい（円安がうれしい）
⇒ドルのプットオプションを購⼊す

⑥ ◆◆1.5次知識◆◆

◆◆1.5次知識◆◆

⑥営業レバレッジ

⑥永久年⾦モデル

永久年⾦モデル

NPV = CF / r - g

ある⼀定額のキャッシュ・イン、またはキャッシュ・アウトが半永久的に継続するキャッシュ・フロー。

永久年⾦の現在価値は下記の公式で求められる。



ビジネス事例としては、株主に⽀払う配当⾦がほぼ⼀定している企業などの株価算出などがある。DividendDiscountModelと呼ばれるもので、電
⼒、ガス、鉄道会社などの企業価値を算出する際に有効と⾔われる。

⑥固定⻑期適合率と固定⽐率の違い

固定⻑期適合率と固定⽐率の違い

固定⻑期適合率 ＝ 固定資産 ÷ (固定負債 ＋ ⾃⼰資本)
固定⽐率 ＝ 固定資産 ÷ ⾃⼰資本

＜違い＞
⾃⼰資本⽐率が低い中⼩企業の場合、固定⽐率だけでは、⾃⼰資本が⾼まるまで投資が⾏われず、企業の成⻑機会を失う恐れがある。

⑥貢献利益・限界利益

限界利益・貢献利益

⼀昨年に問われたのは、3つの製品の内の１つを廃⽌すべきか否かという問題の中で、限界利益と貢献利益とをきちんと理解しているのかというこ
とでした。

限界利益＝売上⾼－変動費

貢献利益＝限界利益－個別固定費

営業利益＝貢献利益－共通固定費

この3つの関係が基本となるので、まずはここから考えようとしていました。
さすがに連続となるので、昨年は出ませんでしたけど。

⑥差額CF

差額CF

設問要求のNPVが、全体なのか差額なのかを考える。
追加投資の場合は、追加投資する前と追加投資した後の差額のCFで、NPVを計算する。

⑦電卓の便利な使い⽅(効率性)

電卓の便利な使い⽅(効率性)

効率性 ＝ 売上⾼ ÷ 資産

〈事前準備〉
売上⾼を B/Sの上に書いておく

〈計算〉

⑦電卓の便利な使い⽅(収益性)



電卓の便利な使い⽅(収益性)

利益率 ＝ 利益 ÷ 売上⾼

〈事前準備〉
売上⾼ ÷ 100 を P/Lの下に書いておく
売上⾼/100

〈計算〉
「売上総利益」 「÷」 「売上⾼/100」 「＝」
「営業利益」 「＝」
「経常利益」 「＝」


