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テーマ 論点 今日の気づき カテ 重要度 備考・間違いノート
1 8/17 事例講義④

(事例Ⅳ)
・事例Ⅳは文章量で難しくみせているが、論点はCVP・DCF・企業価値な
ど典型的

難し
さ

←事例Ⅳは｢知っている者｣にとっては
簡単。

2 8/16 事例講義④
(事例Ⅳ)

・事例Ⅳは1.5次試験と考えるとぴったり。事例Ⅰ～Ⅲとは対応異なる。
・事例Ⅳでの高得点は案外難しい。①経営分析 ②管理会計(CVP)はい
ただく。③ファイナンスが得点可能性ブレが大きい。

学習
法

←その通り！

3 8/16 事例講義④
(事例Ⅳ)

・事例Ⅳ対策は比較的短期記憶型だが、経営の基礎知識として長期記
憶に役立つ点も多い。
・設備投資→資金需要→中期経営計画、と遡って具体化⇔抽象化を繰
り返しトレ。試験的には定性コメント編集時に役立つ。
・事例Ⅳに必要な知識は、経営分析を除けば基本は1次学習でカバー済
みのものばかり。基本を固めて応用を確実に体系化・ネタ化する。

学習
法

☆ ←試験対策としてでなく、診断士に必
要な知識、と思えば納得して学習でき
る。

4 8/19 事例講義④
(事例Ⅳ)

・事例Ⅳ対策はまず経営分析。ヒントが①与件 ②FSの2つもあって簡
単。慣れたら得点源。

テク

5 8/19 事例講義④
(事例Ⅳ)

【CF＆経営分析××塾】
・2期BS＋PLを(H18事例Ⅳ)を、①間接法CF計算書 ②経営分析、の2つ
で解き倒す。
・経営分析はゲームとして楽しむ。

テク ←まだ内緒

6 8/19 事例講義④
(事例Ⅳ)

･経営分析指標は狭くピンポイントにするほどリスク↑。従って基本パ
ターンは以下の通り
収益性：売上高経常利益率   →営業利益率→総利益率
効率性：棚卸資産回転率      →有形固定資産回転率→総資本回転率
安全性：当座比率               →流動比率→負債比率
・早期的に改善できる問題点、は診断士向き。コンサルとして改善。改善
は個別問題で行うので、経営分析のここ数年の要求は問題点指摘どま
り。
・経営分析出題0の可能性も0ではない。ただ今のところ毎年出てる。

テク ←経営分析は、ごくありふれた指標を
使うだけ。いちいち悩む時間はムダ。

7 8/19 事例講義④
(事例Ⅳ)

・安全性に問題なければ効率性を①棚卸資産回転率 ②有形固定資産
回転率、に分けて指標に加える。
・収益性を2つ挙げても重複するので、原則1つキープ。
・ということで、指標自体は必ず得点できるので点差つかない。よって与
件の根拠をフレームを使って数多く織り込むことで点差つけるシナリオ
が可能。根拠に時間を使い、指標は最後にホイッと選んで入れるイメー
ジ。

テク 経営分析

8 8/16 事例講義④
(事例Ⅳ)

・経営分析～収益性指標。営業利益か経常利益で悩んだら経常利益を
選べばOK。×にはならない。
・P.223例題。与件の根拠から経営分析指標を選ぶトレ。確かに根拠埋
め込んであるな・・。

テク 経営分析

9 8/19 事例講義④
(事例Ⅳ)

・問2-4は個別問題。与件と一応絡めてあるが与件読まなくても解ける。
逆に個別問題の裏返しが経営分析の問題点であり、その意味でつな
がってる。
・事例Ⅳ知識問題は本当に知識を書かされる時がある。根拠1-2行に対
しマス目120字であれば、残りは知識に点くれるスペース。その意味で知
識がある人有利。
・会計理論60字知識問題。字数制約キツイので会計用語を的確に用い
て字数オーバー回避。

テク ←個別問題をどの順で解くかは、個人
差が大きい。

10 8/19 事例講義④
(事例Ⅳ)

・1次で出た論点注意。リアルオプションは演習でも出題。
・原価計算の種類・目的を突然尋ねる問題。受験校でも対策とっておら
ず受験生の大多数はできない。よってこれも合否ボーダーには無関係。

テク ←1次｢財務会計｣で出題実績があれ
ば、2次でもし出題されても文句は言え
ない。

11 8/16 事例講義④
(事例Ⅳ)

・CF作成問題は減少しているが、出題可能性はある。作るなら間接法。
なるべくシンプルなもので時間かけずトレ。
・CF分析は、営業CF±×投資CF±の4通りのみ、財務CF出番なし。
営業CF+＜投資CF- でFCFが△
営業CF-＞投資CF+ でFCFが△
の2パターンのみ押さえればOK。

テク CF

12 8/19 事例講義④
(事例Ⅳ)

･間接法CFは1箇所違っても答が合わなくなる。カンペキにピタっと合わ
せる。恐らく営業CFが解答要求。投資・財務CFの差額で求まるケースも
あるが、そんなに甘いことばかりでないので、積み上げで正しく計算でき
るレベルへ。
・PLの特別利益＝固定資産売却益、営業外収益＝受取配当利息、営業
外費用＝支払利息、と瞬時に読み替える。配当金の支払額は、備考欄
にいるか、利益剰余金の前年差から。
・間接法の非資金費用は①減価償却 ②貸引増減の2点に限定。商品廃
棄損も非資金ではあるが、棚卸資産増減でカウント済みなので対象外。

テク CF

13 8/16 事例講義④
(事例Ⅳ)

・診断士試験の用語使いチェック。｢限界利益率｣で出る。貢献利益率は
固定費負担後の方。
・マス目中の略語の使用基準にも注意。
①与件文括弧書きで明示ならOK→キャッシュフロー(CF)、(SCM)
②勝手に使うのは避ける→DB、NW、PC。そりゃ印象悪いわ。

テク CVP

<気づきカテゴリ>
①難しさ ：各事例の｢難しさ｣、つまり問題点。またつまり要求される能力。
 課題→｢難しさを読み取って、安定した処理をする｣
②a学習法：その処理の体得に役立つ勉強法。         ③a今日イチ：ナイスショット！
②b構成   ：解答フレームと記述表現テンプレ。        ③bとんち：ひっかけ。言われてみれば。
②cテク    ：処理スキル。
②dネタ    ：解答構成・記述に役立つ業界ネタなど。
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14 8/16 事例講義④
(事例Ⅳ)

・採算性の検討(セールスミックス)で、貢献利益率⇔額で結果異なる場
合はある。ケースバイケース、問題指示に従うのみ。それでも不明なら
ぼかして解答。

テク CVP

15 8/16 事例講義④
(事例Ⅳ)

・活動基準原価計算ABC。配賦精度向上までがABC、分析結果フィード
バックしてコスト改善するならABM(Management)。

テク ABC

16 8/16 事例講義④
(事例Ⅳ)

・ファイナンスは苦戦しがちだが、｢単純なものをいかに複雑に見せるか｣
の問題でしかないので、｢結論から入ってけたぐる｣ことで処理OK。
1次より与えられるデータ多い →×データから考える(データプッシュ×)
求められている結論から逆算 →○必要なデータを取りに行く(プル○)
・資本コスト（企業）と期待収益率(投資家)が裏表の関係にあることを意
識し、ワンランク簡単にする。

テク ☆ ←ファイナンスは点差がつく。何が問わ
れているかから先に考えれば、正答に
たどり着くのは容易。

17 8/19 事例講義④
(事例Ⅳ)

・設備投資、ときたら経済的効果(正味CF)が要求、とすぐつなぐ。
①収入・支出ベース＝(1－税率)×(CIF－COF)＋税率×減価償却費
②営業利益ベース＝(1－税率)×(CIF－COF－減償)＋減償
                            ＝(1－税率)×OI＋減償
要は税引後CIFのBOX図を2つの切り口で掴むことで対応度UP。
・設備投資の評価方法、①DCF法 ②IRR法に加え③収益性指数(PI)法を
知識にプラス。
PI＝CFのPVの合計／投資額。ある意味GMROIみたいな考え。複数学
説あり本来出題しにくいが、診断士試験での出題例あり。

テク ←パタ解きで対応できるが、｢なぜそう
なるのか｣を考えるクセがある人は、理
解が早い。

18 8/16 事例講義④
(事例Ⅳ)

・P.267、設備投資評価の記述のポイント必読！計算合っても記述間違う
と点コナイので、しっかり押さえておいしくいただく。

テク 設備投資

19 8/16 事例講義④
(事例Ⅳ)

・DCTはH17、H19で出題。H20出てないのでH21出題可能性H、力入れ
てカバー。
・選択しないルートは//で閉じる。

テク DCT

20 8/19 事例講義④
(事例Ⅳ)

・DCTは期待値計算と区別できれば勝ち。
①後ろから順に判定 ②使わないルートを//で閉じる。
・②で不利な選択を捨てることができ、期待値計算よりも値があがる(リ
アルオプション)。そういうことか・・、問題を一度解いてマスター。

今日
イチ
☆
ネタ

DCT

21 8/16 事例講義④
(事例Ⅳ)

・企業価値算定の方法・パターンは様々。結論は問題指示に従えという
こと。多様なパターンを意識してトレ、ネタストック。

テク 企業価値

22 8/19 事例講義④
(事例Ⅳ)

・企業価値計算における永続価値の扱いはオプションパーツの典型例。
(定額)PV＝CF／ｒ、定率成長PV＝CF1／(r-g) ←数式理論で求めるので
理屈考えても無意味。丸呑み。
・FCFをWACCで割り引けば企業価値。

テク 企業価値

23 8/19 事例講義④
(事例Ⅳ)

・厳密な意味での用語使い分けができれば上級レベル
C＝キャッシュフロー(税後OI＋減価償却費)
FCF＝フリーキャッシュフロー(C－運転資本増減↑－投資支出)。企業価
値計算はこちら。尾ひれついてる。
r＝資本コスト。その投資案件の要求利益率
WACC＝全社の加重平均資本コスト

テク

27 8/24 演習④
(事例Ⅳ)

・事例Ⅳはタイムマネジメント勝負。70分と思って勝負。取れる問題を取った
者が勝ち、取れない問題をやった者が負け。
・個別問題の難易は着手して初めてわかる。予め処理予定時間を決め、沼
にはまったら引き返す勇気が点差になる。
・正確さ＋速さ。正確さ＞速さ、ではあるが、速さの重要性を忘れない。
・財務得意＝必ずしも高得点とならない蟻地獄パターンに注意。変な所にこ
だわって時間ロスするのはもったいない。
・ボーダー上の戦いでは｢思考のループを断ち、どこかで＋αの点を取る｣ことが
重要。

難し
さ

←これが結論

28 8/24 演習④
(事例Ⅳ)

･採点しやすさを考慮し、ちょい難しめ・多少トラップありの個別問題を予想。
・知識問題は１問出る。上級生は事例Ⅳの範囲を狭く捉えがちなので、意識
的に外の知識のストレッチをする。H20は種類株式、H21は自己株式・倒産
関連法制・組織再編あたりを暖めなおす。1次の有価証券評価差額金＋税
効果も要チェック。

難し
さ

←H21はそうでもなかった。為替オプション
の出題がやや｢知識｣に近い。

29 8/24 演習④
(事例Ⅳ)

・演習④は基礎的知識。ケアレスミスの有無、表現の細やかさが復習チェック
ポイント。
・時間ロス削減には、いろんなネタをキャッシュに置いておく事が○。特に経営
法務周り。ストレート生有利。
・他流試合は不要だが、TAC演習のクセもあるので、広めのストレッチ。

学習
法

←そうでもなかった。

30 8/24 演習④
(事例Ⅳ)

・経営分析｢問題点を挙げよ｣⇔｢問題点の根拠を説明せよ｣では、心持ち解
答構成が異なる。問題文スラッシュナミセンで慎重にチェック。

構成

31 8/24 演習④
(事例Ⅳ)

・経営分析の根拠の編集・紐付けで悩んで時間ロス傾向あり。あんまり点変
わらないのでさっさと済ませる。
・経営指標当たっても、計算ミス・小数点処理ミス・単位ミスはよく起きる。特
に端数処理は点数落とす絶好の口実(と引継されているらしい)。
・従って部分点は期待薄なのでくれぐれも処理・計算は慎重に。本試験前に
電卓の小数点セレクタレバーを再点検する位の意気込みで。
・計算ミスの話。合格者は簡単な計算でも電卓使う。暗算は変な計算してミ
スる可能性あり。

テク ←ここが事例Ⅳで失敗する最大要因

32 8/24 演習④
(事例Ⅳ)

・個別問題は、長文問題文から計算式に落とし込む紐付け力の勝負。
・問題要求の制約が足りず複数解釈できちゃうケースは難。××先生は別解
認める性格ではないので、2解釈で悩んだら思い切って飛び降りて時間ロス防
止。時間余裕あれば両天秤作戦。

テク ←ここが事例Ⅳ個別問題の難しさ

39 8/31 演習④
(事例Ⅳ)

・事例Ⅳは処理ルールの守り方が数字に現れ、10点単位の差がつく。現時
点で点が低い場合はまずお約束ルールに従っているかをチェック。演習＆解説
を通じルールを知って得点安定。経営分析の解き方もおさらい。

学習
法

②事例別サブノート.xls 事例Ⅳ select 2/6 8/15/2010 6:00 PM



40 8/31 演習④
(事例Ⅳ)

・経営分析与件読み込みいろいろ解説・・・。つまり与件の根拠Push(経営指
標前振り)の時点で経営指標はほぼ予想可能。
ex.)見込生産→つくりすぎ。→棚卸資産回転率が第一容疑者。
結論：レギュラーメンバー以外は原則考慮に入れない。生産性分析・成長性
など。どの参考書見ても同じ。
理由：試験委員の要求｢与件の根拠使ってね｣を考えると、60字が埋まらない
売上高成長率はあり得ない。同じ理由で具体的数字は記入不要。数字で
引き伸ばすと採点対象外Dランクのリスク。
・ただしもし聞いたことないイレギュラーな指示があれば、柔軟に対応。
・念のためもう一度。効率性指標のBSは期中平均不要。

構成 経営分析

41 8/31 演習④
(事例Ⅳ)

・経営分析の問題点指摘の文末は試験委員の口調に従い、｢収益性・効
率性・短期安全性が低下している｣でまとめる。これでグッと締まる。アピール。
・与件の最大の問題点｢新製品の生産が非効率｣は3つの指標全てに使える
トリガー根拠。これで3/9=6点埋まる。
・D社の問題点⇔改善策は1組しかないケースが主。従ってトリガー根拠は3
回使ってOK。
・与件根拠がどうしても見つからなければFSから計算。ただしあくまでオーソドッ
クスな指標を。

構成 経営分析

42 8/31 演習④
(事例Ⅳ)

・安全性は一番選びやすい。当座・流動比率＜100%、固定・固定長期比
率＞100%ならすぐ指摘できる。注意ポイントは当座比率の求め方。有価証
券を含み、その他流動資産を含まない。
・安全性指標では、固定比率より短期安全性(流動比率・当座比率)優先。
理由：問題文の｢特に重要と思われる｣｢最も的確に表す｣は｢短期的に改善
可能な課題｣と解釈できる。
・例外的にH20｢Z社出資｣のような明らかな根拠ある場合は、｢自己資本比
率｣などがあり得る。よほどの場合でなければ考慮不要。

テク 経営分析

43 8/31 演習④
(事例Ⅳ)

・CF計算書は診断士の必須スキル。出れば必ず解けるし、周囲も出来る。
・CF計算書は2期BS＋当期PLから作成。間違えさせるポイントは限られてい
るので、演習+分析でパターンストックする。
・配当金の支払額(C/Nから)
・有形固定資産売却損益
・特別損益の暗示読み取り  ←1次試験知識＋経験でカバーOK。
・経過勘定は本試験では恐らく出ないが、演習⑧でトレ予定。

難し
さ

←CF計算書は今年出そうだし、第一診
断士になるなら、CF計算書が作れる(せめ
て読める)くらいにはなっておく必要がある。

44 8/31 演習④
(事例Ⅳ)

・CF分析は間接法で処理。直接法だと営業CFの内訳が不明となり、指摘に
つながらない。
・間接法CFで営業CF求められたら、税前から作らずOIから作れば結論が早
い。まぁチェック用だな。
・CF分析の指摘点は｢売上債権の増加｣｢棚卸資産の増加｣のどちらか
・CF分析で出てくるのは状態の良くない企業。営業CF△、投資CF＋である
が、FCFが△となっている。
・CF分析は少字数に営業CF・投資CF・FCF・財務CF・CF計を幅広く盛り込
む。略語CF使用OK。

構成 CF計算書

45 8/31 演習④
(事例Ⅳ)

・有形固定資産の売却タイミング(期首・期中)は不明で与えられる。推定簿
記の考えに基づき｢期首売却＝当期減償0｣で処理する。CF上は期首期中
どちらでも同じ結論だから。その他難しめパターンは模試付録｢得点UPレジュ

テク CF計算書

46 8/31 演習④
(事例Ⅳ)

・配当金の支払を指摘しないこと。経営者の逆鱗であり、診断士にこの助言
をさせることはあり得ない。
・以上をまとめると、試験としてでなく、本職診断士になったつもりで実際あり得
るケースに即して分析・助言しましょう、というメッセージ。

持ち
ネタ

CF計算書

47 8/31 演習④
(事例Ⅳ)

・設備投資経済性評価
・NPVと(割引回収期間法)で優劣結果が異なる場合、PI法により投資効率
性を持ち出して説得。PI＝Σ(PV)／投資I。
・割引回収期間法は
○時間価値は考慮
×回収後CFを無視
×基準不明確        →よってNPVより優れているとは言えない。
・NPV大差ないなら、PI法により投資効率性を示してみんな納得。

構成 設備投資経済性

48 8/31 演習④
(事例Ⅳ)

・第4問はどうしても取ってつけたような問題になる。①経営法務系 ②情報
Sys系、のいずれか。
・経営法務の知識を押さえておく(種類株式・自己株式・分配可能額・・)。演
習では出さないので、自力でカバー(模試は情報システム)。

持ち
ネタ

個別問題(第4問)

49 9/2 2次勉強会②
(事例Ⅳ)

・経営分析。いろいろ理詰めで考えると、選ぶべき経営指標は不動のレギュ
ラーメンバー。
・追加ストレッチ候補→売上高金融費用比率、付加価値生産性＝資本装
備率×資本生産性。まぁまずありえないが。
・経常利益率では×→○売上高経常利益率。

←まずありえない経営指標も、念のため
チェックしておく程度なら損はない。あくまで
固定観念に縛られない訓練、という意味
で。

53 9/3 演習ネタ復習① CF計算書作成：どこかミスると、発見に手間取る。1回でピタッと合わせる様、
単純な処理ほど確実に計算。
[計算合わなくなる要因ストック]
・BS増減の転記ミス(数字違い)

テク CF計算書

54 9/3 演習ネタ復習① CVP分析：ボーナス。要領見切って正確に計算すれば短時間で高確度高得
点。計算もしやすく、明らかに点差つく。問題文条件が多い場合は読取力(け
たぐり力)の勝負。
･最適セールスミックス：現在の生産が非効率(現行品販売単価の下落)のた
め、生産能力を一部縮小。→最適セールスミックスでOI最大化。
☆直接原価計算→CVP分析→最適セールスミックスコンボ(分岐)
 制約条件がある場合、売上目標はSBEP→最適セールスミックスに置き換え

構成 CVP分析
最適セールスミックス
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55 9/3 演習ネタ復習① 追加注文引受可否：追加注文により｢差額収益｣が発生。代わりに何か｢差
額費用｣が発生する場合は、スペシャルワード｢差額利益｣｢差額損失｣を使っ
て解答し、わかってる度アピール。
EOQ：必ず解けるよう作ってある。発注費・保管費の公式を書き、方程式で
つないで√を求めるだけ。ダミーデータ(※)注意。
※1回あたり発注費、年間保管費ともに、計算対象はV変動費のみ。固定
費用はEOQ計算に無関係。

テク 業務的意思決定
経済的発注量

56 9/4 演習ネタ復習② 設備投資経済性計算：
・基本は、FCF＋割引率(資本コスト)＋現在価値、の3人組。これに各種オ
プションパーツを加えて問題が完成。

構成 ←設備投資経済性計算は頻出。多様な
問題から共通性を見出し、パターン分け
する学習アプローチが有効。

57 9/4 演習ネタ復習② パターンA：排他的投資 ＋計算方法評価
・経済性計算方法をいくつか提示し、最適な方法を選ばせる。
・設備投資経済性計算はDCF法(NPV)が必ず登場。その他の方法はNPVと
コンボで優劣を問う形で出題。
NPV法 →金額PVの絶対値基準
IRR法  →収益率
PI法    →投資効率性※他の方法で意見が分かれるとき、これを出して説得
(割引)回収期間法 →回収の早さ

構成 設備投資経済性

58 9/4 演習ネタ復習② パターンB：取替投資 ＋差額原価
・既存設備からの取替投資案を提示し、採算性を検討させる。
・差額原価の論点が出たら、解答にはべんりワード｢差額利益｣｢差額損失｣
を使ってわかってる度アピール。
・ダミーデータつまみ出し要注意

構成 設備投資経済性

59 9/4 演習ネタ復習② パターンC：段階的意思決定(リアルオプション)
 ①段階的な投資の意思決定により
 ②将来得られる情報に柔軟に対応して
 ③不利な選択肢のルートを閉じて  ←つまり不確実性リスクを低減
 ④NPV(の期待値)を高める
・年金現価係数や端数処理・期待値計算等を絡めると確実に点差がつくた
め、出題しやすい。

構成 設備投資経済性

60 9/4 演習ネタ復習② オプション①：FCFの算出
収益がCIF⇔営業利益(税前・税後)のいずれで与えられたか、強烈に意識す
る(とすぐ解ける)。
①営業利益  →税引後の揃え、減価償却費を足す
②CIF         →税引後CIFのBOX図で処理
↑この違いがわかれば、FCF&NPVマスターの仲間入り。

テク ←｢FCF算出、資本コストの論点は大事｣
と勘違いしている人は多いが、あくまでオプ
ションパーツ。多しかしこれが計算できない
と0点になるので、しっかり練習する。可能
ならパターン分け･体系化までしっかり。

61 9/4 演習ネタ復習② オプション②：資本コストの評価 (確実性⇔不確実性)
・資本コストの与え方でもちょっと捻ることが可能。
確実性等価法→いつもの方法
リスク調整割引率法 →不確実性を考慮。FCF(調整後)⇔割引率(リスクプレ
ミアム)のいずれかを使ってNPV計算。両方とも調整値を使わせるひっかけ。

テク 設備投資経済性

62 9/4 演習ネタ復習② オプション③：現在価値の計算 ～埋没原価コンボ
・過去の発生費用や設備投資は、現在の意思決定・NPV計算から除外す
る。
・もともと埋没原価とは｢設備への資本投下の未回収分｣。これがやや拡大解
釈されて過去原価・サンクコストとして広い意味で使われている。

テク 設備投資経済性

63 9/4 演習ネタ復習② オプション④：複雑な条件設定、端数処理  ～検算プロセス
・NPVの問題は難しい計算が不要な一方、条件見落としは検出困難(検算
不可能)。必ず見直しを入れ2回解く。時間確保重要。
[見直し手順]
・税引後CIFのBOX図は正しいか(要求解釈)
・制約条件は全て使っているか (最終年度の売却収入、売却損益TS)
・ダミーデータを正しくつまみ出したか
・最後に、小数点・端数処理要求をもう一度チェック。

テク 設備投資経済性

64 9/4 演習ネタ復習② 企業価値
・構造的意思決定のうち、(設備投資経済性を除いた)企業買収・合併の論
点。NPVを用いる点で共通するが、企業価値を様々なバリエーションで計算さ
せるのがポイント。
①DCF法(FCFから) 永続価値の扱いがポイント。一定⇔定率成長(インフレ)
②負債価値＋株式価値。 割引配当モデル(一定⇔定率成長)

構成 企業価値

68 9/14 直前演習⑧
事例Ⅳ

・経営分析はTAC生上位40%の答えが正解になる。TAC生有利だが、パター
ン化・研究が進んでいることから、何か変化球が来た時に対応できるよう、パ
ターン脳にならず常に基本・理論を意識しながら解く事。○○だから△△が正

勉強
法

←経営分析は必ず変化球が来る。

69 9/14 直前演習⑧
事例Ⅳ

・有形固定資産回転率は最近出題ないので注意。
・何度も言うが、端数処理ミスは0点になるので、細心の注意。
・直前に解いた問題の指標に引っ張られないよう注意。あくまであくまで与件
根拠に忠実に。

構成 ←H21で出題。講師の指摘が当たって
た。

70 9/14 直前演習⑧
事例Ⅳ

・経営指標が2つになったときの選び方注意。安全性⇔効率性の選択を間違
うと、根拠部分も全て失点するので特に慎重に。
・対応→複数指標案並べて、与件の根拠が多く入る方を選ぶ。その処理を
する時間の余裕はある。
・運転資本・運転資金ワードは複数定義あるので注意。売上債権・棚卸し
資産増、と書く方が低リスク。

テク 与件根拠を考えれば、効率性＜安全性
は選べる。数値的に難があれば、当座比
率⇔流動比率を比較して、より安全な方
法に逃げるのもテク。

②事例別サブノート.xls 事例Ⅳ select 4/6 8/15/2010 6:00 PM



71 9/14 直前演習⑧
事例Ⅳ

・タイムテーブル書き方のコツ
①ヨコ線を描いて期首・期末に区切り線入れる(線路の枕木)
②区切り線の中間に年度を書き込み、期首・期末を明確に意識する。これで
CF発生時期のミスは心配不用。
・年金現価係数Σの使い方に慣れておく。i≠1の場合はどこからスタートして
いるかをすぐにチェック！

テク ←設備投資経済性計算の｢タイムテーブ
ル｣は、診断士講座では直接教わってい
ないので難。問題を通じて学ぶしかない？

72 9/14 直前演習⑧
事例Ⅳ

・DCTはツリーで書くとわかりづらく、間違えやすい。ヨコ棒一本川の流れを描い
て場合分けの方が間違わない
・DCTの各ケースの生起確率を計算。生起確率の和＝100をチェック。

☆今
日イ
チ

DCT

73 9/14 直前演習⑧
事例Ⅳ

・負債の節税効果を問われたらキーワード｢損金算入・不算入｣と答えてわ
かってる度アピール。

持ち
ネタ

資金調達コスト

74 9/14 直前演習⑧
事例Ⅳ

・通貨オプションは商売パターンから考えればOK。H21の出題可能性H。リスク
リターン・ポートフォリオあたりもH。
・通貨オプションのオプションパーツ｢ヨーロピアンタイプ｣。2点差がつく。
・個別問題が難しい場合、得点調整がありうる。1～2点の差→3～6点差の
可能性あり。疲れていても細やかな表現に気を使ってしがみつき。

テク ×為替予約⇔通貨オプションの思い込み
混同ミス。わかってる感の油断。
→直前早解きで対応。

76 9/17 集中特訓1④
事例Ⅳ

・経営分析：基本→変化パターンを意識しストック
→要求2つの場合に、効率性⇔安全性のどちらを優先するかの手順磨く。与
件の根拠から判定。
・時間配分：早解き目標(ミス出し)
→このレベルの個別問題はへへ余裕だぜ・・。百万円→千円単位換算で間
違い。ラッキーナイスミス(本番でやらないように)！

←計算ミスは、事例演習の時にやらかして
おくと、結果的に身につく。

77 9/21 直前演習⑧重複
事例Ⅳ

・事例Ⅳ個別問題対策は、事例講義テキスト＋演習問題＋模試得点UP
レジュメ5問で全てカバー。あとはその範囲の中で作られる(はずの)初見問題へ
の対応力。
・小問(1)(2)で別設定に解釈できるケースを除き、悩ましい問題なし。
・ちなみに事例Ⅳ初見問題、個別専門知識問題をピタリ合わせてくる受験生
はごく少数なので、自分の合否には無関係、と楽観的に考える。

学習
法

←2次直前期に過去に解いた個別問題
を一気に解きなおすことが有効。そのため
に個別問題(過去問＋予備校演習)は早
め早めに解いておく。

78 9/21 直前演習⑧重複
事例Ⅳ

・経営分析指標は3つ→2つに経ると、絞込み判断がいるので難易度UP。
・安全性指標は、当座・流動・固定・自己資本と全てBSのハコの中で連動。
短期的な問題点指摘・改善策提示の観点から、当座比率イチ押し。
・H20はZ社による増資が改善策だったので、裏返し問題点の自己資本比率
が経営分析の妥当解となる。つまり基本しっかり押さえて、応用に捻られても
冷静に対応できるようになっとけよ、ということ。
・当座比率を指摘したら、借入金増・支払金利増指摘コンボとなるので、収
益性指標は売上高経常利益率が妥当解。

テク 経営分析

79 9/21 直前演習⑧重複
事例Ⅳ

・経営分析のベンチ組パターンは試験1～2日前におさらいチェック。
①総資本利益率(ROE)のデュポン等式 (総資本回転率×当期純利益率)
②生産性指標(付加価値額/人→売上・有形固定資産・給与額で分解)
・各種の知識問題はどうせ2次口述向け対策で必要なので、筆記試験対策
時に前倒しでやっておく。

テク 経営分析

80 9/21 直前演習⑧重複
事例Ⅳ

・オプションの最大損失を問う問題
→知らなければ難しいが、一度やれば次は解ける問題。
・ヨーロピアンは1次・2次(H14)とも出題実績あり。

テク 通貨オプション・為替予約

81 9/21 直前演習⑧重複
事例Ⅳ

・年金原価係数Σの与え方は、知識を試す意地悪ではなく、計算をラクにさ
せようという試験委員の好意。2年連続で出ているので、趣旨を理解してあり
がたくおいしく使う。

テク 設備投資経済性

82 9/21 直前演習⑧重複
事例Ⅳ

・リアルオプションは試験委員の専門だが、あまりのできなさっぷりにH20は出題
なし。ただし①H21新試験委員のファイナンスが専門 ②H21経済学での出
題、など思わせぶりな材料に事欠かないので、十分に対策。
・リアルオプションの特徴＝損切りできるので、加重平均よりも期待値UP。ただ
し演習⑧第3問(2)は差額収益＝売上高が対象だったので、売上△にするこ
とができず、リアルオプションで期待値が下がるという作りとなった。証券投資な
らこれを△にするので、確実に期待値↑。

持ち
ネタ

DCT

85 9/25 集中特訓⑧
事例Ⅳ

①出題範囲と変化のつけ方
・通貨オプション →表現の仕方に工夫(差損益総額orレート差額で解答)
・直接原価計算 →業務的意思決定(貢献利益率± →着手可否)
・取替投資      →リースと比較。1年あたりFCFで比較
・内部統制ネタ  →妙に親しみやすい
②時間感覚、タイムマネ
・えらく簡単な問題。タイムマネ問題なし。時間間隔をさらに磨く

87 9/25 最終集中④
事例Ⅳ

・経営分析はわざと表現に悩んで時間ロスするよう作っている可能性アリ。個
別問題を先にやり、経営分析は時間制限を守って、個別問題見直しに戻る
こと。
・指標選択はピンポイントで当てにいかず、予め自分の解答パターンを用意。
必要に応じてオプションパーツに交換して解答。
・借入が起きていれば、3つの指標のうち2つ確定！
→売上高経常利益率・当座比率
・経営分析のコメントは文末に制約あるケースに注意
相対比較→○収益性が低い   △低下している
絶対評価→○収益性が低下している
・ちょっとした違いの減点リスクは明確に意識して回避。

テク ×反省ルーム
経営分析記述に案外悩んで時間ロス。
個別問題見直し時間不足→結果たまた
ま合ってたが、タイムマネジメント致命的ミ
ス！本番でやらかさないこと。
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88 9/25 最終集中④
事例Ⅳ

・収益性指標でもし迷ったら、すぐに経常利益率を選択。悩んでもせいぜい＋
1～2点なので、悩んでロスする時間がもったいない。個別問題の見直し優先
・効率性指標は、棚卸回転率・有形固定資産回転率が不動のレギュラー。
与件根拠のボリュームからどちらか(or 親玉総資産回転率)を選択。
・安全性指標は、金利発生＝当座比率選択で根拠の1/3GET。一瞬浮気
したくなるが、やはりこれも与件根拠のボリュームから。
・当座比率のコメントは事前にテンプレ用意。
｢売上高減による現金収入減｣
｢運転資金としての(短期)借入金・利息の増加｣

テク 経営分析

89 9/25 最終集中④
事例Ⅳ

・個別問題の処理は、①解答要求 ②設定条件、の順に読みに行く。事例
Ⅰ～Ⅲと同じく、予想して条件探しに出発することが迷子にならないコツ。

テク 個別問題総論

90 9/25 最終集中④
事例Ⅳ

・直接原価計算～限界利益率・貢献利益率計算はウルトラサービス問題
・割り切れる％に無理に小数点以下0をつけることは不要。○30%、でOK。

直接原価計算

91 9/25 最終集中④
事例Ⅳ

・NPVは気持ち悪い問題パターンが一杯作れる。NPVを好きになることが合格
への近道。
・第3問(3)(4)反復投資は取らないで良い問題。(1)TS節税効果 (2)NPV計
算でしっかり取る。ここは落としてはいけない問。
・NPV計算の現価係数目一杯電卓叩かせタイプの処理。現価係数の特長
を活かし、計算回数を減らすことがポイント。
・耐用年数が異なる投資案の評価(←ここまで出すかね～)
①反復投資        ＝最小公倍数の年数に揃える
②資本回収係数

設備投資経済性計算

92 9/26 直前演習⑧振り返り
事例Ⅳ

・為替予約・通貨オプションのどちらを聞かれているかに注意。
オプションの表現3段活用。
・プットオプション
・ドル建てのプットオプション
・ヨーロピアンタイプのドル建てプットオプション

93 9/25 最終集中④
事例Ⅳ

・NPV計算にDCT＋売却損を追加。条件多いため正答率低いが、頻出なの
できっちり実力養う。

94 9/25 最終集中④
事例Ⅳ

・社債(負債)の節税効果の表現磨く。これは取れる。

103 10/10 2次オプション④
事例Ⅳ

・演習では与件根拠数字重視で、FSの数字があまり動かないが、本試験は
ちゃんと丁寧に作ってくる＝指標の数字が動く、ので安心して本番に臨む。
※ただし何が起きても慌てないリスク対応も。
・与件根拠のみで経営指標判断できないケースが増加傾向。FS使って指標
数値の変化をしっかり捉える手順を入れる。

構成 経営分析

104 10/10 2次オプション④
事例Ⅳ

・CVPは理論・記述問題対策として、グラフをしっかり描いてイメージアップ。
・損益分岐の視点 →①固変分解 ②SBEP ③安全余裕率。
・新プロジェクトは固定費↑だが、売上がそれを上回って↑なので収益↑。

構成 CVP

105 10/10 2次オプション④
事例Ⅳ

・リアルオプション：損するくらいならやめちゃえー→NPVは常に≧0。
・意思決定先送りのオトク感を身近に感じてみる。先送りにより入手情報が
増え、判断精度↑。来年の梅雨は空梅雨か、大雨降るか。
・リアルオプションは、柔軟性が出れば出るほど価値UP。

テク
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