令和２年度 第２次試験 再現答案 事例Ⅰ
氏名：

市村幹也（AAS受講番号：2010）

受験番号：

2004801-00228

問題

解答（改行せずにご入力ください。）

第１問（設問１）
（100字以内）

経営ビジョンは、①蔵元の老舗ブランドを活
用し、飲食業や旅館などのグループ企業との
シナジーを発揮。②地域の活性化に貢献した
企業として地域からの好印象を獲得し、優秀
な人材を確保し、グループ企業として成長。

100

第１問（設問２）
（100字以内）

理由は、①顧問契約により前経営者の持つ蔵
元の経営ノウハウや人脈などを獲得する為、
②ベテランの継続雇用によりモチベーション
を維持し、従業員の持つ酒づくりのノウハウ
の維持、強みの発展を図る為、である。

98

第２問
（100字以内）

手順は、①総務担当の前任者の事務作業や取
引先の知識や経験を整理してマニュアル化
し、②全社の仕事の流れを把握している社長
や、各部門の責任者と情報交換し、全社で一
元化されたシステムを構築した。

94

第３問
（100字以内）

能力は、①杜氏や蔵人から酒づくりの知識を
学び、ルートセールスで顧客にA社製品の良
さを訴求する能力、②総務担当責任者と協力
や情報の共有をして、直販方式に適した情報
システム構成を提案する能力、である。

98

第４問
（100字以内）

留意点は、能力や貢献意欲の高い人材を育成
するために成果主義を導入するに際し、①ベ
テランの貢献へ配慮し、モチベーションの低
下を防ぐ、②360°評価などにより、短期的
成果のみを追求しない仕組みを構築する。

100
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文字数目安

令和２年度 第２次試験 再現答案 事例Ⅱ
氏名：

市村幹也（AAS受講番号：2010）

受験番号：

2004801-00228

問題

解答（改行せずにご入力ください。）
文字数目安
高品質なハーブを効率的に栽培する技術。高
第１問（各40字以内）
品質かつ安全性を追求する姿勢への高い評
41
S
価。
W

大消費地で低いハーブと島の知名度。Z社と
の取引に依存している取引先構造。

36

O

ヘルスケアに関心の高い人たちから認知。複
数のヘルスケアメーカーからの取引の引合
い。

41

T

若年層の人口流出などで地域の活力が低下。
Z社ブランド刷新による取引中止の可能性。

40

第２問
（100字以内）

方向性は、ターゲット層を健康や長寿に関心
の高い高齢者とし、取引先構成は複数のヘル
スケアメーカーとの取引を増やす。上記方向
性により、長寿の効能があるハーブYの新市
場を開拓しつつ、Z社依存からの脱却を図
る。

101

第３問（設問１）
（50字以内）

新市場開拓戦略である。具体的には、既存製
品を、新規の顧客層へ、新規のルートで販売
した。

43

第３問（設問２）
（100字以内）

施策は、①携示板やSNSを活用で顧客との相
互交流を図り、顧客の望む商品コンセプトの
明確化、②クラウドファンディングの活用に
より、顧客需要のある製品の商品化を行う。
以上で顧客の関与を高めた製品作りを行う。

101

第４問
（100字以内）

プログラムは、①バーブ畑での農業体験、②
ハーブの粉末化加工工場の見学会を立案す
る。上記施策により、参加者がハーブ畑の美
しい光景や、高品質で新鮮なハーブに接し、
B社とX島のファンとなることを狙う。

97
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令和２年度 第２次試験 再現答案 事例Ⅲ
氏名：

市村幹也（AAS受講番号：2010）

受験番号：

2004801-00228

問題

解答（改行せずにご入力ください。）

第１問（a）
（40字以内）

表面品質にこだわり高めた溶接や研磨技術。
設計・製作・据付を一貫受注できる体制。

39

第１問(b)
（40字以内）

納期の遅延が生じる管理体制。高さ７ｍ以内
の製品しか受注できない工場建屋の制約。

39

第２問（設問１）（a）
（60字以内）

問題点は、①製作前プロセスに時間を要し製
作期間を十分確保できない事、②図面承認後
の製作段階でも打合せが必要な場合がある
事。

61

第２問（設問１）（b）
（60字以内）

対策案は、①工数見積もりなどを標準化し
チーム営業を行う、②デザイナーとの打合せ
でCADを活用しイメージの摺合わせを行う。

60

第２問（設問２）
（60字以内）

問題点は、①各作業チームの技術力に差があ
り任せられない作業がある事、②作業スペー
スが狭隘でモノの移動に関する作業が多い
事。

61

対策案は、①計画的なOJTにより技術力を向
上し相互応援体制を構築、②SLPの実施によ
り運搬・歩行などの不可動作業の削減。

60

第３問
（120字以内）

IT活用による納期遅延対策の為に、①社長の
リーダーシップの基、全社活動として進め
る、②担当者を設置し専任させる、②営業
部・製造部の業務プロセスをマニュアル化し
たうえでDB化を行う、④顧客情報やCADデー
タもDB化し共通利用できるようにする。

120

第４問
（120字以内）

事業の拡大充実の為に、①都市型建築の増加
に伴い増加する需要を取込み受注量の安定化
を図る為に、営業機能を強化、②増加する受
注に対応できる体制を構築する為に、SLPの
実施によりスペースを確保・社内教育の充実
により各作業チームの技術力を向上。

118
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文字数目安

令和２年度 第２次試験 再現答案 事例Ⅳ
氏名：

市村幹也（AAS受講番号：2010）

受験番号：

2004801-00228

問題

解答

第１問（設問１）①

(a)売上高層利益率

第１問（設問１）②

(a)有形固定資産回転率 (b)5.30（回）

第１問（設問１）③

(a)負債比率

第１問（設問２）
（60文字以内）

顧客志向の徹底で評判が高く収益性が高い。
購入した土地が売上に寄与しておらず効率性
が低い。負債依存度高く安全性が低い。

文字数目安
(b)26.39（％）
(b)532.24（％）

第２問（設問１）(a)

７０百万円の売上で利益は△3.5百万円。
よって、求める損益分岐点売上高をｘする
と、
(1-0.6)(x-70)=3.5
これを解いて、ｘ＝78.75

第２問（設問１）(b)

78.75（百万円）

７０％の確率で
第１期のCF ＝ 30百万円
第２期のCF ＝ 30百万円
第３期のCF ＝ 30百万円
第４期のCF ＝ 30百万円
第５期のCF ＝ 54百万円
３０％の確率で
第１期のCF ＝ △10百万円
第２期のCF ＝ △10百万円
第２問（設２）（ａ）（ⅰ）
第３期のCF ＝ 18百万円
よってCFの期待値は、
第１期 ＝ 18百万円
第２期 ＝ 18百万円
第３期 ＝ 26.4百万円
第４期 ＝ 21百万円
第５期 ＝ 37.8百万円
帳簿価格の35百万円も考慮し正味現在価値を
求めると
NPV＝94.2324 - 35 ＝ 59.2324

4

58

第２問（設２）（ａ）（ⅱ） 59.23百万円
各期のCFの期待値は
第０期 ＝ △30百万円
第１期 ＝ 9.5百万円
第２期 ＝ 19百万円
第３期 ＝ 19百万円
第２問（設２）（ｂ）（ⅰ）
第４期 ＝ 19百万円
第５期 ＝ 46百万円
帳簿価格の35百万円も考慮し正味現在価値を
求めると
NPV＝ 55.457 - 35 = 20.457
第２問（設２）（ｂ）（ⅱ） 20.46百万円
第２問（設２）（ｃ）

①

第３問（設問１）
（40文字以内）

純資産額と買収価格の差異はのれん資産とし
て定期的に償却を行うべきである。

36

第３問（設問２）
（40文字以内）

リスクは、①D社の負債比率の上昇に伴う安
全性の更なる悪化。②E社の業績の悪化に伴
うE社価値の低下、である。

53

第４問（設問１）（ａ）

4.31%

第４問（設問１）（ｂ）

2.55%

第４問（設問２）

4.22%

第４問（設問３）（ａ）
（２0文字以内）

取締役に成長に必要な投資をためらわせる
点。

21

第４問（設問３）（ｂ）
（２0文字以内）

セグメントの売上高営業利益率で評価する。

20
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