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2021 年 9 月 

21 年２次ファイナル模試 

受講生各位 

『２１年２次ファイナル模試 事例Ⅳ 問題訂正のご案内』 

謹啓 

平素は格別のご高配賜り、厚く御礼申し上げます。 

「２１年２次ファイナル模試 事例Ⅳ 問題」(NU21466)におきまして、設問中で記載され

ている「翌年度の予想貸借対照表」に誤記載がありました。大変申し訳ございませんでした。

該当箇所および正誤は以下の通りです。また、解答解説に掲載している「翌年度の予想貸借

対照表」も同様の誤記載があります。 

問題(NU21466) P5 翌年度の予想貸借対照表 

誤 正 

流動資産 862 839

純資産合計 384 361

上記の純資産を利用してＷＡＣＣを求める第３問設問１につきましては、解答解説にある

4.20％のほか、純資産合計 384 を利用して求めた 1.99％も正解とします。 

多くの受講生様には、復習にあたりご不便をおかけし、申し訳ございません。 

解答解説につきましては、正しい「翌年度の予想貸借対照表」に基づいているため、問題

と齟齬が生じております。復習に際しましては、別紙(後掲)の以下の箇所をご参照ください。 

① 誤りのある「翌年度の予想貸借対照表」に基づいて解答した場合の解答・解説

② 誤りのある 翌年度予想の経営指標(P96)

③ 正しい翌年度の予想貸借対照表

お手数をお掛けして大変申し訳ございませんが、以上お願い申し上げます。 

今後、このような不手際を起こさぬよう、注意徹底いたす所存でございますので、ご寛容

賜りますようお願い申し上げます。

謹白 

LEC 東京リーガルマインド 中小企業診断士課 

コールセンター（ナビダイヤル）:0570-064-464 

平日 09：30～20：00 土・祝 10：00～19：00 日 10：00～18：00
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① 誤りのある「翌年度の予想貸借対照表」に基づいて解答した場合の解答・解説

第３問（配点 25 点） 

（設問１）（配点 15 点） 

配当金＝２百万円（翌年度の当期純利益 42 百万円－純資産増加の 40 百万円） 

株主資本コスト＝
配当金２百万円

翌年度の純資産384百万円
 ×100＝0.52083・・・％ 

自己資本の割合 ＝
純資産384百万円

（純資産384百万円＋短期借入金209百万円＋長期借入金490百万円）
 ×100 

＝35.45706・・・％ 

負債の割合＝
（短期借入金209百万円＋長期借入金490百万円）

（純資産384百万円＋短期借入金209百万円＋長期借入金490百万円）
 ×100 

＝64.54293・・・％ 

ＷＡＣＣ＝0.52083…％×35.45706…％＋４％×64.54293…％×（1－税率 30%） 

＝1.99187…％＝1.99％ 
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 模範解答へのアプローチ 

設問１ 

本問は、加重平均資本コスト（ＷＡＣＣ）の算出問題である。公式に当てはめながら

計算していく。注意点としては、ＷＡＣＣは通常は負債では有利子負債を利用する。本

問でも有利子負債を使う指示があるため、短期借入金及び長期借入金を使うことになる。 

まず、株主資本コストから算出する。株主資本コストは、配当金の割合から算出する。 

配当金＝翌年度の当期純利益 42 百万円－純資産増加の 40 百万円＝２百万円 

株主資本コスト＝配当金２百万円／純資産 384 百万円×100＝0.52083・・・％ 

 

その後、自己資本の割合と負債の割合を算出する。 

自己資本の割合＝純資産 384 百万円／（純資産 384 百万円＋短期借入金 209 百万円＋

長期借入金 490 百万円）  

＝35.45706…％ 

負債の割合＝（短期借入金 209 百万円＋長期借入金 490 百万円）／（純資産 384 百万

円＋短期借入金 209 百万円＋長期借入金 490 百万円）×100 

＝64.54293…％ 

 

ＷＡＣＣ＝0.52083…％×35.45706…％＋４％×64.54293…％×（1－税率 30%） 

＝1.99187…％≒1.99％ 

※公式：Ｄ(Ｄ＋Ｅ) ×(１－ｔ)×ｒＤ＋Ｅ(Ｄ＋Ｅ) ×ｒＥ 

※途中段階で随時四捨五入をすると、2.0％の計算結果となる。 
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② 誤りのある翌年度予想の経営指標

経営指標 当年度 翌年度予想 差異 評価 

安
全
性 

流動比率 175.42％ 187.80 ％ 12.38％ 良い 

当座比率 82.84％ 101.09 ％ 18.25％ 良い 

固定長期適合率 57.52％ 55.12％ －2.40％ 良い 

負債比率 280.81％ 253.39％ －27.42 ％ 良い 

自己資本比率 26.26％ 28.79％ 2.53％ 良い 

インタレスト 

カバレッジレシオ 
7.22 倍 7.00 倍 －0.22 倍 悪い 

収
益
性 

総資本経常利益率 4.27％ 4.50％ 0.23％ 良い 

売上高経常利益率 4.67％ 4.76％ 0.09％ ― 

売上高総利益率 20.00％ 20.00％ 0.00％ 良い 

売上高営業利益率 3.75％ 3.97％ 0.22％ 良い 

売上高対販売費及び一

般管理費率 
16.25％ 16.03％ －0.22％ 良い 

効
率
性 

総資本回転率 0.92 回 0.94 回 0.02 回 良い 

棚卸資産回転率 3.97 回 4.75 回 0.78 回 良い 

固定資産回転率 2.49 回 2.55 回 0.06 回 良い 

有形固定資産回転率 3.12 回 3.30 回 0.18 回 良い 

売上債権回転率 4.94 回 4.67 回 -0.27 回 悪い 

7



8



③正しい翌年度の予想貸借対照表

（単位：百万円） 

資産の部 負債の部 

流動資産 839 流動負債 459 

現金・預金 194 支払手形・買掛金 200 

受取手形・売掛金 270 短期借入金 209 

棚卸資産 265 未払利息 10 

その他の流動資産 110 その他の流動負債 40 

固定負債 514 

固定資産 495 長期借入金 490 

土地 238 その他の固定負債 24 

建物等 144 負債合計 973 

ソフトウェア 112 純資産の部 

その他の固定資産 1 資本金 80 

資本剰余金 155 

利益剰余金 126 

純資産合計 361 

資産合計 1,334 負債・純資産合計 1,334 
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2021 年 9 月 13 日 

LEC 中小企業診断士課 

「21 年２次ファイナル模試」事例Ⅳ（財務・会計） 訂正のご案内 

教材に関して以下の誤りまたは不十分な記述がありました。下記のとおり訂正し、お詫び申し上げます。

■NU21468 21 年２次ファイナル模試 解答解説

更新日 訂正箇所 誤 正 

21.9.13 

P103 模範解答へのア

プローチ 設問１ 株主

資本コスト 

株主資本コスト＝配当金 25 百万円翌

年度の純資産 361 百万円 ×100＝

6.9252…％ 

株主資本コスト＝配当金 25 百万円／

翌年度の純資産 361 百万円 ×100＝

6.9252…％ 

9.13 

P103 模範解答へのア

プローチ 設問１ 自己

資本の割合 

自己資本の割合＝純資産 361 百万円

（純資産 361 百万円＋短期借入金 209

百万円＋長期借入金 490 百万円） 

＝34.0566…％ 

自己資本の割合＝純資産 361 百万円／

（純資産 361 百万円＋短期借入金 209

百万円＋長期借入金 490 百万円） 

＝34.0566…％ 

9.13 

P103 模範解答へのア

プローチ 設問１ 負債

の割合 

負債の割合＝（短期借入金 209 百万円

＋長期借入金 490 百万円）（純資産 361

百万円＋短期借入金 209 百万円＋長期

借入金 490 百万円）＝65.9433…％ 

負債の割合＝（短期借入金 209 百万円

＋長期借入金 490 百万円）／（純資産

361 百万円＋短期借入金 209 百万円＋

長期借入金 490 百万円）＝65.9433…％ 

9.13 

P104 模範解答へのア

プローチ 設問１ １行

目 

※途中段階で随時四捨五入をすると、

4.56％の計算結果となる。 

※途中段階で随時四捨五入をすると、 

4.20％の計算結果となる。 

【LEC 東京リーガルマインド コールセンター】 

TEL:0570－064－464（ナビダイヤル） 平日 9：30～20：00 土・祝 10：00～19：00 日 10：00～18：00 
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2021 年 9 月 

21 年２次ファイナル模試 

受講生各位 

『２１年２次ファイナル模試 事例Ⅳ 収録について』 

謹啓 

平素は格別のご高配賜り、厚く御礼申し上げます。 

「２１年２次ファイナル模試 事例Ⅳ」の収録におきまして、収録中に言い間違えがあり

ました。大変申し訳ございませんでした。該当箇所および正誤は以下の通りです。 

２次ファイナル模試事例Ⅳ 

誤 正 

第３問  

36：42～40：20
ＷＡＣＣについて 4.56％と説明 ＷＡＣＣについて 4.20％と説明 

お手数をお掛けして大変申し訳ございませんが、以上お願い申し上げます。 

今後、このような不手際を起こさぬよう、注意徹底いたす所存でございますので、ご寛容

賜りますようお願い申し上げます。

謹白 

LEC 東京リーガルマインド 中小企業診断士課 

コールセンター（ナビダイヤル）:0570-064-464 

平日 09：30～20：00 土・祝 10：00～19：00 日 10：00～18：00
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