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【平成２８年度・第２次筆記試験】事例Ⅳ（財務・会計戦略）の思考手順とポイント 

 

●本事例の全体像（相談ごとを踏まえた、診断助言の関係） 

本事例は、創業 20 年ほどのレストランを多店舗展開している D 社（資本金 5,000 万円、正規従業員

81 名）に対して、財務的視点から診断助言する事例である。例年のように３つの財務的課題を指摘し、

それをどう判断して意思決定に繋げるかが問われている事例であった。課題は、D 社が多店舗展開して

いるがゆえに発生するものばかりであり、既存店舗の収益に関する課題、新規出店に関する意思決定、

さらにネット集客の課題まで、ストーリーをしっかりと練った問題構成になっていた。 

第１問にて、前年度と比較した経営分析を行い D 社の財政状態や経営成績の特徴を分析したうえで、

第２問で新規出店に関する経済性計算を、第３問で既存店舗の今後に関する判断を、第４問では、自社

ネット予約システムの導入に関して分析していた。どの設問も非常に丁寧に情報を整理してあり、問題

を解くうえで、それほど悩むことはなかったと思われる。逆に基本力を試されていた良問といえよう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

第３問、第４問 

・業績不振の創作料理店に 

対する判断 

・自社ネット予約システム 

導入による経費削減 

ＡＡＳ（アソシエ・アドバンス・スクール）は、中小企業診断士２次試験に特化した受験機関です。 

過去問を基軸に置いた学習で、スーパーフレームワークや設問分解練習法など独自の２次試験攻略

法を開発してきました。ＡＡＳでは「表現力×構成力×与件活用力」で答案を作成しています。 

ＡＡＳ関西（大阪・神戸・京都・金沢） 
解答例は AAS の HP からダウンロード可能です。 

「ＡＡＳ関西」が作成した模範解答例について、その思考手順を説明している資料です 

事例Ⅳ・設問の体系化 

＜テーマ＞  既存店の収益改善と新規社屋建設による収益力向上 

第１問 

前期と比較して、課題となる財務指標を３つ 

＜指標①＞ 

売上高総利益率 

＜定性情報＞ 

大都市の創作料理店が業績

不振で全社業績に影響が出

ている（第 6 段落） 

＜指標③＞ 

固定長期適合率 

＜定性情報＞ 

購入済みの新社屋用土地が

売上向上に寄与していない

(第 8 段落) 

＜指標②＞ 

有形固定資産回転率 

 

＜定性情報＞ 

自己資本と借入金で調達 

土地を短期借入金で調達 

(第 7段落・B/Sの数字の変化) 

診断 

診断 

原因 

第２問 

 

・購入済みの土地の 

早期有効活用 

第２問 

 

・新社屋建設時の資金調達を 

 今後どのようにすべきか 

 

診断 

原因 

診断 

原因 
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●第 1問の思考手順とポイント 

本年度の第 1 問は（設問 1）と（設問 2）で構成されている。このような場合は、記述問題の（設問

2）と、財務指標をあげる（設問 1）との関係を重要視することが大切である。 

 

（設問 1） 

問われていることは課題を示す財務指標のうち重要と思われるものを３つ取り上げることである。80

分の緊張した試験時間の中で最初に取組むのが第 1 問である。そのため、思い込みや固定概念が前面に

でることを防止する方法として、ＡＡＳでは、指標を選択する時に５つの視点で多面的かつ複眼的に確

認することを提唱している。その５つの視点とは、①設問の制約条件、②与件文の定性情報、③他の設

問との繋がり、④貸借対照表と損益計算書における勘定科目の変化、⑤３つの財務的視点（利益率、回

転率、安定性）である。 

まず、①設問の制約条件から確認すると、今回は指標を選択するうえでの制約条件は特に無かった。

強いて言えば取り上げる指標が３つということから「利益率、回転率、安全性」の３つ視点で指標を取

り上げる仮説は成り立つ。しかし、これだけではまだ何も確定出来ないことに注意して欲しい。 

次に②与件に記載されている問題点を確認しよう。すると、第 6 段落に＜しかし＞という接続詞があ

り、この後の文章で「創作料理店は業績不振が続いており、当期は通年で全社業績に影響が出ている。」

という問題点を見つけることができる。ここから利益率の視点で何らかの指標を取り上げるべきと推測

できる。続いて第 7 段落以降には、D 社のこれからの戦略が記述されていた。その中で、第 8 段落から、

D 社は、当期に新社屋の用地として市内の好適地を取得しているが、まだ店舗を開店するまでには至っ

ていない状況が読み取れる。ここから、有形固定資産回転率が悪化しているのではないかと推測ができ

よう。 

3 番目に、③他の設問との繋がりを確認する。第 2 問では、新しい本社社屋の建設投資案件について

分析しており、ここから有形固定資産回転率を選択する確率はかなり高くなったといえよう。次の第 3

問では、創作料理店の業績不振について営業利益ベースで分析している。さらに、第 4 問では、予約管

理費と送客手数料という営業関係のコストダウンを分析しており、第 3 問と同じく営業利益率の向上を

目指している設問であった。ここから、利益率として売上総利益率か売上高対営業利益率のどちらかを

取り上げるべきことがわかる。 

4 番目に④貸借対照表と損益計算書における勘定科目の変化を確認する。まず、上記仮説を確認しよ

う。まず、有形固定資産回転率は前期 2.90 回から今期 1.77 回へと 1.13 ポイント低下している。購入し

た土地が売上高向上に貢献していない事がこれで明確となり、有形固定資産回転率が確定できる。次に、

売上総利益率と売上高営業利益率を比較してみよう。以下の通り、売上総利益率は 2.04 ポイント、営

業利益率も 0.53 ポイント低下している。しかし、売上高対販売費及び一般管理費比率は、1.52 ポイン

ト良化している。よってここで取り上げるべき指標は売上高総利益率だと確定できる。さらに、貸借対

照表を確認しよう。すると土地の購入代金を短期借入金で賄っていることがわかる。これは、前期から

今期にかけて現金が減少していないこと、さらに前期の純利益が 67 百万円、減価償却費も 28 百万円し

かなく、土地の購入代金に充当できないことからも推測できる。この借入金の増加という課題を指摘す

る指標として安全性の指標を取り上げることが、⑤３つの視点（利益率、回転率、安定性）からも妥当

性があると判断できる。では、具体的にどの指標にすべきであろうか。ここは、単に借入金が増加した

ことだけでなく短期借入金で賄っている事を指摘したい。なぜなら、資金が固定化する有形固定資産を

購入する資金は、自己資金か長期借入金で賄うべきだからである。よって固定長期適合率を取り上げる

ことに一番妥当性があると判断した。また、計算値も 81.00%から 147.36%へと大幅に悪化しているこ

とも付け加えておく。 

 

Ｄ社の財務諸表（貸借対照表と損益計算書）主な経営指標の結果は以下の通りになる。 

利益率の財務指標 前期 当期 差異（ポイント） 

売上総利益率 ５０．６６％ ４８．６２％ ▲２．０４ 

営業利益率 １１．９１％ １１．３８％ ▲０．５３ 

販管費比率 ３８．７５％ ３７．２３％ ＋１．５２ 

経常利益率 １１．３１％ １０．１１％ ▲１．２ 
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回転率の財務指標 前期 当期 差異（ポイント） 

売上債権回転率 ６３．９２回 ６７．１４回 ＋３．２２ 

棚卸資産回転率 １１８．７１回 ９４．００回 ▲２４．７１ 

固定資産回転率 ２．２４回 １．４６回 ▲０．７８ 

有形固定資産回転率 ２．９０回 １．７７回 ▲１．１３ 

 

安全性の財務指標 前期 当期 差異（ポイント） 

流動比率 １６３．０４％ ５５．７０％ ▲１０７．３４ 

当座比率 １２８．２６％ ４４．９５％ ▲８３．３１ 

固定比率 １０７．２３％ １７３．７１％ ▲６６．４８ 

固定長期適合率 ８１．００％ １４７．３６％ ▲６６．３６ 

自己資本比率 ５８．０５％ ４１．００％ ▲１７．０５ 

負債比率 ７２．２５％ １４３．９０％ ▲７１．６５ 

＊固定長期適合率の算出にあたり、分母は「純資産合計＋固定負債」で算出している。 

 

（設問２） 

本設問では、上記課題が生じた原因が問われていた。原因であるから、与件の定性要因を踏まえて特

徴を表現し、（設問 1）であげる３つの財務指標を支える表現とする必要がある。今回、３つの指標を取

り上げているため、それぞれの原因を記載することが妥当であると判断している。 

 診断助言の関係を踏まえると、本問の３つの財務指標と、第２問、第３問、第４問の財務戦略につい

ては、次のような関係が明らかになる。 

 

指標 原因 対応設問 

売上総利益率 
大都市の創作料理店が業績不振のため 

（第 6 段落） 
第３問、第４問 

有形固定資産回転率 
新社屋用土地が売上に寄与していないため 

（第 8 段落） 
第２問 

固定長期適合率 
新社屋用地購入代金を短期借入金で賄ったため 

（B/S・P/L の数字の変化、資金の流れ） 
第２問 

 

 

●第２問の思考手順とポイント 

（設問１） 

本設問では、営業キャッシュフローの値が問われていた。といっても、項目が全て表示されており、

さらに悩ましい項目には値が入っていたため、とても容易な設問だったといえよう。減価償却費、営業

外収益、営業外費用は転記するだけであり、売上債権と棚卸資産と仕入債務は差額を求めるだけであり、

小計と最後の営業活動によるキャッシュフローは、単に上から計算すれば答えが求められた。ここは、

勘定科目の増減がキャッシュフローにどう影響するのかさえ理解できていれば、簡単に解けたはずであ

る。解答の数値は、解答例を参考にされたい。 

 

（設問２） 

この設問が本事例の中では一番の難問だったかもしれない。しかし、計算過程が①から②へと丁寧に

示されており、過去の事例問題と比較すると簡単な部類だったであろう。それぞれの詳細な計算過程は

以下の通りである。これを要約して解答欄に記載すればよい。 
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①土地 

土地は減価償却しないので、６年後の売却価値は購入当時の簿価のままである。 

 よって、売却価格は320百万円そのままであり、現在価値は320×0.7050=225.6≒226百万円となる。 

 

①建物・器具備品  

・投資額の現在価値は、-470×0.9434=-443.398=▲443 百万円 

・建物の減価償却費は420÷30=14であり、器具備品の減価償却費は50÷10=5である。 

  2年目～6年目の減価償却費合計は、(14+5)×5=95となる。 

  よって売却価値は、470-95=375百万円 

  現在価値は375×0.7050=264.375≒264百万円となる。 

 

②当初投資時点での投資額は、土地320+建物・器具備品443=763百万円である。 

 土地と建物・器具備品を6年後に売却した時の現在価値は、226+264=490百万円なので、 

当初投資時点での実質投資額は、763-490=273百万である。 

 この数字を賄うだけのＣＦを2年後から5年間で得られればよい。 

2 年目以降得られる税引後キャッシュフロー増加分を X とした場合、 

4.2124X×0.9434≧273 

の方程式を解くことで X が求まる。 

X≧68.697≒69百万円 

 よって、毎年の税引後キャッシュフローの増加額は、69 百万円以上と見込まれていることがわかる 

 

 初期投資時点 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 

土地投資額 -320       

土地簿価       320① 

土地売却現在価値 
320×0.7050 

=225.6≒226① 
      

建物・器具備品投資額  -470      

建物投資現在価値 
-470×0.9434 

=-443.398≆-443① 
      

建物減価償却費   14 14 14 14 14 

器具備品減価償却費   5 5 5 5 5 

建物・器具備品簿価       375① 

建物・器具備品 

売却現在価値 

375×0.7050 

=264.375≒264① 
      

全投資現在価値 -273       

税引後 CF   X X X X X 

2 年目～6 年目税引後 CF 

の現在価値 
4.2124X×0.9434 4.2124X      

算出税引後 CFの計算過程 

4.2124X×0.9434≧273 

X≧273÷0.9434÷4.2124 

X≧68.697≒69② 

 

●第３問の思考手順とポイント 

まず、(a)欄で問われていることは、閉店すべきかどうかの判断と、その意思決定となる尺度の値と

計算過程である。記載されている店舗見積損益計算書は、変動費と個別固定費と共通固定費で構成され

ているため、判断の尺度として限界利益から個別固定費を引いた貢献利益を選択することが妥当であろ

う。計算課程は以下の通りである。 

＜計算過程＞ 

貢献利益=限界利益-個別固定費=49-40=9 である。 

また、(b)欄に記載する内容として、貢献利益が＋９となって共通固定費の一部を賄うことから閉店

すべきでないと結論付けることができよう。本設問も容易な設問であり、必ず正答して欲しい問題であ

る。 
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●第４問の思考手順とポイント 

（設問１） 

本問で問われていることは、業者が運営するネット予約システムシステムを利用することによる D 社

の収益や費用への影響である。さらに、制約条件として「同システムを利用しない場合と比較し」とあ

った。では、同システムを利用しない場合とは、具体的にどのような場合であろうか。この場面設定と

しては、ネット予約システムを全く使用しない場合と自社のネット予約システムを利用して業者が運営

するネット予約システムを使用しない場合の二つの場面が想定できる。ここでは、（設問 2）で自社のネ

ット予約システム導入について検討しており、この関係性から後者の場面が妥当であると判断した。  

では、収益面から確認しよう。着目すべき内容は、与件ではなく第 4 問のリード文の「業者の検索サ

イトに店舗情報が掲載され、契約によっては広告などでも露出が増える。」という文言である。この露

出が増えることが収益増加に繋がるといえよう。 

次に費用面であるが、ここもリード文に「初期登録や利用、予約成約などに関する料金体系は、業者

によってさまざま」と費用面に関して記載があった。その具体的な費用がずばり(設問 2)に記載されて

おり、さらに自社のネット予約システムを導入するとこの費用が削減されるとある。ここから業者が運

営するネット予約システムを利用すると費用が増大する事がわかる。これらをまとめて解答例を作成し

た。 

（設問２） 

問われていることは、 

①自社のネット予約システム導入前の損益分岐点売上高 

②自社のネット予約システム導入による損益分岐点売上高の変動額 

③固定費一定、変動費率のみ変動する場合の損益分岐点売上高の変動額 

である。 

それぞれの詳細な計算過程は以下の通りである。 

①解答：860 百万円 

計算過程： 

固定費÷限界利益率＝430÷0.5=860 百万円 

 

②解答：18（低下） 

計算過程 

固定費＝430-(12×2÷3)+4=426 

  変動費のうちの送客手数料は、1120×1.8%＝20.16 

  そのうちの減少額は、20.16÷3=6.72 

  よって、変動費＝560-6.72＝553.28 

  変動費率=553.28÷1120=0.494．限界利益率=0.506 

  損益分岐点=固定費÷限界利益率＝426÷0.506=841.8972 

変動額=841.8972-860=18.10≒18 

 

③ 

（ａ）10（低下） 

（ｂ）固定費は変わらず 430 と制約されていることから 

   損益分岐点売上高=固定費÷限界利益率=430÷0.506=849.80 

変動額=849.80-860=10.2≒10 

 

 

 

文責：AAS 京都・金沢代表 田畑一佳 

 

 


