
正誤表（2018.7.25 更新） 

 

中小企業診断士一次試験 一発合格まとめシート 後編 (経済学・経済政策、経営情報システム、経営法務、中小企

業経営・政策)におきまして、以下の箇所に誤りがございました。お詫びして訂正させていただきます。 

 
 
 
科目：経済学 

該当 

ページ 
該当箇所 正 誤 

8 一次関数とグラフ 

関数とは 右側のグラフ 

a（傾き）がマイナス：右下がり 

※ダウンロード特典は修正済みです 

a（傾き）がプラス：右下がり 

25 グラフの傾きと弾力性 需要曲線の縦軸Ｐ、m、横軸Ｄ 

※ダウンロード特典は修正済みです 

需要曲線の縦軸Ｄ、横軸 m、P 

26 弾力性 

下から 6 行目 

そのため、縦軸を m または P、横軸をＤとし

たときのグラフの傾きは、 

そのため、縦軸をＤ、横軸を m または P とし

たときのグラフの傾きは、 

39 税金がかかったときの余剰

分析 上から 14 行目 

薄いグレーの消費者余剰も濃いグレーの

生産者余剰も 

薄いグレーの消費者余剰も濃いグレーの消

費者余剰も 

42 完全競争企業と独占企業

上から 8 行目 

P=MC(x)、つまり価格が限界費用と等しくな

るときです。 

P=MC(x)、つまり価格が限界利益と等しくな

るときです。 

44 費用逓減産業 

一番下右のグラフ 

平均費用価格規制 

※ダウンロード特典は修正済みです 

限界費用価格規制 

45 ラーナーの独占度 3 行目 ラーナーの独占度＝価格－限界費用/価格 ラーナーの独占度＝価格限界費用/価格 

47 クールノー均衡 ③やっぱりＸ社は・・・ 

④そしたらＹ社は… 

⑤さらにＸ社は… 

※ダウンロード特典は修正済みです 

③やっぱりＢ社は・・・ 

④そしたらＡ社は… 

⑤さらにＢ社は… 

55 三面等価の原則 EX：輸出 IM：輸入 

※ダウンロード特典は修正済みです 

EX：輸出 IM：輸出 

 
 
科目：経営情報システム 

該当 

ページ 
該当箇所 正 誤 

表紙 表紙  

 

科目名が抜けておりました 

94 制御装置・演算装置 

3 行目 

８つならオクタコアといいます。 

 

８つならヘクサコアといいます。 

98 RAM と ROM  

上から 1 行目 

EEPROM（Electrical Erasable and 

Programmable ROM）は、 

EEPOM（Electrical Erasable and 

Programmable ROM）は、 

107 リレーショナル DB 「行がレコード」の吹き出しの位置を修

正  

「行がレコード」の吹き出しの位置 

127 アクセスコントロール 

DMZ 

（タイトル）DMZ 非武装地帯 

※ダウンロード特典は修正済みです 

（タイトル）DNZ 非武装地帯 

130 アクセスコントロール 

上から 11 行目 

下から 10 行目 

ファイアウォール、DMZ、IDS、IPS など

があります。 

DMZ（DeMilitarized Zone）は非武装地

帯という意味で、 

ファイアウォール、DNZ、IDS、IPS などが

あります。 

DNZ（DeMilitarized Zone）は非武装地帯

という意味で、 

 
 

 

  



 

科目：経営法務 

該当 

ページ 
該当箇所 正 誤 

162 法律の分類 

下から 13 行目 

物権や会社法など当事者の意思に関わら

ず適用される強行法規があります。 

物件や会社法など当事者の意思に関わらず

適用される強行法規があります。 

165 絶対的記載事項 目的：会社の事業内容 

※ダウンロード特典は修正済みです 

目的：会社の事業案内  

169 役員 

※169 ページの修正版は

別紙をご覧ください 

役員等 

※ダウンロード特典は修正済みです 

役員 

169 期間の比較 

※169 ページの修正版は

別紙をご覧ください 

どうやって 非公開（取会あり） 

書面、電磁的 

※ダウンロード特典は修正済みです 

どうやって 非公開（取会あり） 

書面、電磁的、口頭 

172 期間の比較 下から 9 行目 書面か電磁的方法（電子メールなど）で行う

必要がありますが（取締役会を設置してい

ない会社では口頭も可）、 

書面か電磁的方法（電子メールなど）もしくは

口頭で行う必要がありますが 

173 役員 7 行目 役員等 

株式会社の役員に取締役、監査役、会計参

与があり、株主総会普通決議によって選任

され、雇用契約ではなく委任契約で働きま

す。 

会計監査人は、計算書類の監査を行う機関

で 

役員 

株式会社の役員に取締役、監査役、会計参

与、会計監査人があり、株主総会普通決議

によって選任され、雇用契約ではなく委任契

約で働きます。 

会計監査人は、計算書類の監査を行う役員

で 

192 株式市場への上場の条件 １億円以上（最近 1 年間） 

※ダウンロード特典は修正済みです 

１育円以上（最近 1 年間） 

205 異議申立 公報発行日 

※ダウンロード特典は修正済みです 

広報発行日 

225 債権と物権 債権と物権 

物権変動＝物権の・・・ 

債権より物権の方が優先 

物権の種類 

※ダウンロード特典は修正済みです 

債権と物件 

物権変動＝物件の・・・ 

債権より物件の方が優先 

物件の種類 

227 物権 制限物権は土地を利用する権利である・・・ 

担保物権に分類することができます。 

担保物権の形が変わってもそれに対し担保

物権の効力が及ぶことをいいます。 

制限物件は土地を利用する権利である・・・ 

担保物件に分類することができます。 

担保物件の形が変わってもそれに対し担保

物件の効力が及ぶことをいいます。 

 

科目：中小企業経営・政策 

該当 

ページ 
該当箇所 正 誤 

265 中小企業基本法 

国の責務 

隠そう強敵(革・創・強・適) 

※ダウンロード特典は修正済みです 

隠そう強敵(革・操・強・適) 

267 中小企業基本法 

国の責務 下から 10 行目 

革新、創業、強化、適応の頭文字を 

取って 

革新、操業、強化、適応の頭文字を 

取って 

277 下請代金支払遅延等防止

法 適用範囲 15 行目 

 

もしくは資本金３億円以下 1000 万円超

の事業者が個人事業主を含む資本金 1000

万円以下の事業者に委託する場合が対象

となります。 

もしくは資本金３億円以下 1000 万円超の

事業者が資本金個人事業主を含む資本金

1000 万円以下の事業者に委託する場合が

対象となります。 

292 新連携計画 

下請中小企業振興法 

2 者以上の中小企業者が 

※ダウンロード特典は修正済みです 

2 社以上の中小企業者が 

 



３．株式会社の機関設計

【機関の⽐較】
株主総会

取締役会 監査役会
公開会社 ⾮公開(取会あり) ⾮公開(取会なし)

招
集
⼿
続

だれが 取締役、3％以上の議決権を持つ株主（公開会社は6ヶ⽉前から） ⼀定の場合
株主or監査役 各監査役

いつまでに 2週間前まで
（短縮NG）

1週間前まで
（短縮NG）

1週間前まで
（短縮OK） 1週間前まで（短縮OK）

どうやって 書⾯、電磁的 書⾯、電磁的、⼝頭 書⾯・電磁的・⼝頭

議決権 (原則)1株1議決権 (原則)1株1議決権
(例外)定款で定めれば1⼈１議決権 1⼈ 1議決権

議事録の備置 本店に10年、⽀店に5年 本店に10年

【役員等】
取締役 監査役 会計参与 会計監査⼈

職務等 業務の執⾏ 業務監査、会計監査
（⼩監査役は↑のみ）

取締役､執⾏役と⼀緒に
計算書類を作成 計算書類の監査

任期
選任後○年以内
に終了する年度
で最終のものに関
する定時株主総

会まで

2年（短縮OK） 4年（短縮NG） 2年（短縮OK） 1年（短縮・伸⻑NG）
⾮公開会社は定款で10年まで伸⻑OK

三委員会設置会社は
1年（短縮OK） － 三委員会設置会社は

1年（短縮OK）
解任 株主総会普通決議 株主総会特別決議 株主総会普通決議 株主総会普通決議
資格 法⼈、成年被後⾒⼈､被保佐⼈､元犯罪者以外 会計⼠or税理⼠(法⼈) 会計⼠(法⼈)

報酬 定款または
株主総会普通決議

定款または株主総会普通決議
または監査役/会計参与の協議

取締役会だが
監査○○の同意が必要

各取締役

やるよ やるよ

役員は雇⽤じゃなく委任、株主総会普通決議で選任

会計監査⼈がやらかしたら
監査○○の⼈全員の合意

でやめさせられる

株主総会

監査役会

会計監査⼈

重要な
意志決定

取締役 会計参与

監査役

⾮公開会社しか
通れないカベ ：⽌まれない

：⽌まれる

⼤会社は必ず
超えないといけないカベ

株式譲渡制限会社
（=⾮公開会社）

公開会社
（⾮公開会社もOK）

最低3⼈
半数以上
は外部

最低3⼈
過半数は外部

⼤会社
(⾮⼤会社もＯＫ)

⾮⼤会社

資本⾦5億円以上 or
負債総額200億円以上

4⼈のときは２⼈

4⼈のときは3⼈

⼤会社は
通れないカベ

指名 監査 報酬

必須

最低3⼈
合議制

取締役は必須

⼤会社
⽴⼊禁⽌

取締役会

1⼈以上 税理⼠or
会計⼠

1⼈
以上

３委員会

【株式会社の機関設計】

監査等委員の
取締役は2年
短縮・伸⻑NG

監査等委
員会設置
会社を含む

取締役会

役員 役員でない


