
平成 14年度 第 2次 試験問題

2.中 小企業の診断及び助言に関する

実務の事例 H

11 :40-13 : 00

注 意 事 項

1,開 始の合図があるまで,問 題用紙 ・解答用紙に手を触れてはいけません。

2.開 始の合図があったら, まず,解 答用紙に,受 験番号を記入すること。

3.解 答は,問 題ごとに指定された解答llwlにはっきりと記入すること。

4.解 答用紙は,必 ず提出すること。持ち帰ることはできません。

5.終 了の合図と同時に筆記用具を置くこと。

6.試 験開始後 30分間及び試験終了前 5分間は退室できません。
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B社 は,1960年 に資本金 500万円,社 員 2名 で輸入食品を扱う食品卸売業として

創業した。当初は飲食店を主たる顧客として,扱 っていた食材はごく一般的なもので

あつた。東京オリンピックなど大きな国際的イベントがあるたびに,徐 々に事業規模

が拡大していった。

そのようなイベントごとに,従 来日本では利用されることの少なかった輸入食材や

新しい調理法がポピュラーとなっていった。本格的なフランス料理を提供するレス ト

ランもまだ少ないとはいえ,だ んだんと増えつつあった。また,テ レビの料理番組に

フランス風料理が取り上げられ始めたり,家 庭においても洋風料理が食卓にのばるよ

うになってきた。

上記のような状況に前後して,創 業 5年 目には,従 業員も5名 に増え, B社 はレス

トランに向けて高級輸入食材を卸す,専 門的な業務用卸売業に転換しつつあった。そ

の背景には,一 般的な食材では価格競争になってしまい,成 長がなかなか困難である

という状況があった。B社 の創業者は学生時代にフランスに滞在した経験があり,語

学に堪能であった。また, フランス語のかなりできる後輩を従業員として迎えること

ができ,二 人でフランスからの高級食材の輸入ルー ト開拓を行うことができた。その

結果, B社 はフォアグラ,ト リュフ,オ マールなど,高 級レス トラン向けのフランス

料理用輸入食材を主力商品に据えるようになった。

創業 10年目のある日, 日本のある有名ホテルにいたMシ ェフから,独 立するとの

知らせを受けた。Mシ ェフは,か つて,ホ テルからの派遣でフランスにおいて修行し

ていた。その当時, B社 の創業者は,食 材の調達ルー ト開拓でフランスのリヨンに行

くことが多く,そ こでMシ ェフに出会っていた。二人は,料 理人と卸売業者と職は異

なるが,い ずれも食に関わつていて, 日本に本物のフランス料理を根付かせたいとい

う点で意気投合し,Mシ ェフが帰国してホテル勤務に戻つてからもしばしば情報を交

換していた。

Mシ ェフは,独 立開業する新しいレス トランの食材調達の大部分をB社 に任せてく

れた。これを機会に,限 られた高級食材だけから,各 種肉類,調 味料,生 鮮野菜など

取り扱い商品の幅が急速に拡大していった。その結果, レス トランで必要なものは大

方納入できるようになっていた。しかし, ワインだけは,当 時の免許制度の壁に阻ま

れて取り扱うことはできなかった。
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Mシ ェフの始めたレス トランは,本 物の味が好評で急速に評判を高めていった。そ

れにともなって,輸 入食材納入業者のB社 の評価が上がり,特 に宣伝したわけではな

いのに,納 入希望レス トランがどんどん増えていった。その結果,従 業員も 15名に

増え,資 本金も3倍 に増資された。語学力のある従業員を各部門に配置することも可

能になった。その後,東 京の本社だけではなく,大 阪に小さいながらも営業所を開設

することができた。また,Mシ ェフの口添えでパリに情報収集などを行う人材を非常

勤ではあるが,見 つけることができた。B社 はある程度の資本蓄積ができ,事 業を拡

大することを計画した。

グルメブームというほどではないが,一 般消費者にも本物の素材や珍しいものへの

関心が高まってきた。そこで, B社 は,高 級レス トランに卸しているフランス料理用

の高級輸入食材そのものを小分けした商品を扱う専門小売店を,都 心に 1980年に開

業した。開業にあたって, 自社の従業員 1名のほかに,か つて食品スーパーに勤め,

小売についてよく知っている人材 1名,さ らにパー ト2名 の陣容でその小売店をス

ター トさせることができた。この小売店では, レス トランでしかお目にかかれなかっ

た高級素材を,一 般消費者も少量でも手に入れられるということで,マ スコミにも取

り上げられた。その甲斐もあってか,あ まり広告はできなかったが,想 定した以上に

来店客があった。来店客は興味をもって,店 員に調理法や調理器具などいろいろなこ

とを質問してきたが,社 長以外はなかなか的確に答えられなかった。その社長も調達

ルー ト開拓と販路開拓で,ほ とんど小売店頭には出られなかった。そんな状況で,実

際に購入してくれた人は少なかった。一度購入していつてくれた顧客も,な かなか二

度は来店してくれなかった。東京近辺だけではなく,関 東以外からも問い合わせの電

話が入ることがあった。そのような人に販売することのできる商品の種類は,あ まり

多くはなかった。その結果,売 上は伸びないままで,わ ずか 2年で撤退を余儀なくさ

れた。そこで,本 業の高級食材の輸入卸売業に徹することにした。

ところで, B社 の卸売事業でのコンピュータシステムをみてみると,従 来,電 話や

ファックスに頼っていた受注業務にコンピュータを活用することを思い立ち, 一部の

主力取引先との間でいろいろなシステムを運用していた。はじめは,カ タログとブッ

シュホンを利用したものであった。確かに受注側は一度システムを構築するとゃ正確

に受注できるが,発 注側は,毎 回同じコー ドなどを大量に打ち込むのはかなりの負担
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であった。そのためレス トラン側に受け入れ られなかった。パソコン通信を利用 した

システムでは, コー ドを提示することができるようになって,発 注側の負担はかな り

軽減された。 しかしなが ら, まだ, コンピュータや通信の能力が乏しく,別 途カタロ

グが必要であつた。その後,イ ンターネットが利用できるようになって,紙 のカタロ

グを Web上 にのせることが可能 となった。

最近はテレビをつけると,百 貨店地下の食品売 り場の紹介や,グ ルメ番組が頻繁に

み られるようになった。Mシ ェフも有名シェフの一人としてテ レビに登場 して,グ ル

メ層にはよく知 られた存在 となっていった。Mシ ェフは有名になっても, B社 を納入

業者の中心に据えて くれていた。 B社 は現在では資本金 7,0 0 0万円,従 業員 58名 に

な り,年 商 60億 円に達している。

高級 レス トラン市場は接待需要が旺盛なうちは,市 場規模の拡大が続いたが,バ ブ

ルの崩壊後,市 場環境は厳 しくなった。そ こで,各 レス トランは個人客の開拓を行つ

たが,イ タリアンを中心 として多様な レス トランが出店 して,な かなか顧客を引き付

けられなかった。高級 レス トラン市場への納入が頭打ち状態になった中, B社 は新た

な事業に進出することによって、業績の維持 ・拡大を願っていた。

いろいろ検討 した結果,一 つの案は, レス トラン事業に進出することである。 もう

一つの案は,高 級食材の小売事業を行 うことである。ただ,後 者は前回失敗 している

ので,同 じようなや り方では無理である。 日常的なクッキングはなるべく簡便にした

いが,パ ーティーなどのために凝った料理を半ば趣味のようにクッキングをする消費

者層が増えつつあった。 B社 は,そ のような消費者を対象として,新 しく小売業を行

うことにし,前 者のレス トラン事業への進出は断念 した。

第 1問 (配点 10点)

B社 が 198 0年に開業 した小売店を 2年 間で撤退 しな くてはな らなかったのはどの

ような理由によるであろうか。あなたが最も重要 と思 う理由一つを 50字以内で述べ

よ。
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第 2問 (配点 15点)

B社 は今回の新規事業開発に際して, レス トラン事業への進出も検討したが,そ れ

を断念することとなった。あなたが最も重要と思うその理由一つを80字以内で述べ

よ。

第 3問 (配点 40点 )

B社 が新規に開業する小売店の基本戦略について,以 下の設間に答えよ。

(設問 1)

B社 の新しい小売店がターゲットとする顧客層に適した品揃え戦略について 100

宇以内で述べよ。

(設間 2)

B社 の新しい小売店がターゲットとする顧客層に向けて必要とされるサービスに

ついて 100字以内で述べよ。

(設問 3)

有名になったMシ ェフをB社 の有効な経営資源の一つと考えたときに, どのよう

に活用することが可能であるかについて 100字以内で述べよ。

第 4問 (配点 35点 )

B社 が新規に開業する小売店のその他の重要な戦略について,以 下の設間に答え

よ。

(設間 1)

B社 の新 しい小売店における顧客管理のために,日 常業務のなかで どのような情

報をどのように収集 し,そ の情報を経営にどのように活かせばよいかについて 100

字以内で述べよ。
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(設間 2)

B社 の新 しい小売店がターゲ ットとする顧客層へのプロモーション戦略について

100宇以内で述べよ。

(設間 3)

一般的な購買金額に応 じたポイン ト制度では,規 定のポイン トに達すると,値 引

きやプレゼ ン トなどの特典が提供される。 B社 の新 しい小売店がターゲ ッ トとする

顧客層に向けてポイ ン ト制度 を採用す る場合, どのよ うなプ レゼ ン ト特典 (ただ

し,物 品のプ レゼン トは除 く)が望ましいか。それぞれ 15宇以内で二つあげよ。
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