
【第１問】 下記の（問１）〜（問２）について解答しなさい。

問１

ファイナンシャル・プランナー（以下「ＦＰ」という）が、ファイナンシャル・プランニング業

務を⾏ううえでは「関連業法」を順守することが重要である。ＦＰの⾏為に関する次の（ア）〜

（エ）の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記⼊しなさい。

(ア) 弁護⼠資格を有していないＦＰ（遺⾔者や公証⼈と利害関係はない）が、顧客から依頼さ

れ、公正証書遺⾔の証⼈となった。

(イ) 宅地建物取引業の免許を受けていないＦＰが、賃貸マンションを所有する顧客から依頼さ

れ、業務の⼀環として、貸借の媒介を⾏って仲介⼿数料を受け取った。

(ウ) 投資助⾔・代理業の登録をしていないＦＰが、顧客のコンサルティング中に特定の企業につ

いて具体的な投資時期等の判断や助⾔を⾏った。

(エ) 司法書⼠資格を有していないＦＰが、顧客の任意後⾒⼈となる契約を締結した。

問２

「消費者契約法」に関する次の記述の空欄（ア）、（イ）にあてはまる語句の組み合わせとし

て、正しいものはどれか。

⾦融商品販売業者が、不適切な説明を⾏ったことにより、消費者が誤認して契約をした場

合、その契約は（ ア ）と定められている。

消費者契約法における時効の時期については、消費者が誤認等に気付いた時から１年、もし

くは、契約締結の時から（ イ ）を経過したときと定められている。

1．（ア）取り消すことができる （イ）３年

2．（ア）取り消すことができる （イ）５年

3．（ア）無効である （イ）３年

4．（ア）無効である （イ）５年
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【第２問】 下記の（問３）〜（問６）について解答しなさい。

問３

下記＜資料＞に関する次の（ア）〜（エ）の記述について、正しいものには○、誤っているもの

には×を解答欄に記⼊しなさい。なお、解答に当たっては、下記＜資料＞の掲載銘柄の権利落ち

（配当落ち・新株落ち）はないものとする。

(ア) 「極洋」と「⽇⽔」の株式を、それぞれ６⽉１９⽇の終値で１単元ずつ購⼊する場合、約定

代⾦は「極洋」の⽅が⾼い。

(イ) 「マルハニチロ」の株価について、年初来の最⾼値は２，０１４円である。

(ウ) 「サカタタネ」の６⽉１９⽇に売買が成⽴した株式数は、１８１，８００株である。

(エ) 「ホクト」の６⽉１９⽇の始値は、前営業⽇の終値に⽐べて１８円⾼く寄り付いた。
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問４

下記＜資料＞に関する次の記述の空欄（ア）、（イ）にあてはまる語句の組み合わせとして、正

しいものはどれか。なお、⼿数料および税⾦は考慮しないものとする。

この企業の株式を２０１４年２⽉７⽇に１単元（１単位）購⼊し、２０１５年８⽉２０⽇に

売却した場合、所有期間に係る配当⾦（税引前）は（ ア ）である。

２０１５年３⽉期の連結決算に係る上期（２０１４年４⽉〜２０１４年９⽉）と下期（２０

１４年１０⽉〜２０１５年３⽉）の１株当たりの利益を⽐較した場合、（ イ ）の利益が

多い。

1．（ア）２，６００円 （イ）上期

2．（ア）２，６００円 （イ）下期

3．（ア）３，２００円 （イ）上期

4．（ア）３，２００円 （イ）下期
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問５

下記＜資料＞に基づく外貨預⾦に関する次の記述の空欄（ア）、（イ）にあてはまる語句の組み

合わせとして、正しいものはどれか。なお、為替差益および為替差損に対する税⾦は考慮しない

ものとする。また、利息に対しては、各通貨建てにおける利息額の２０％（復興特別所得税は考

慮しない）相当額が、所得税および住⺠税として源泉徴収されるものとする。

＜資料＞

ユーロ定期預⾦（１年）に１０，０００ユーロ預け⼊れる場合、必要な資⾦は（ ア ）で

ある。

⽶ドル定期預⾦（１年）とトルコリラ定期預⾦（１年）に、それぞれ１００万円の範囲内

（整数単位で可能な範囲）の預⼊れを⾏った場合、満期時の外貨ベースの元利合計額を円転

した⾦額が多くなるのは（ イ ）定期預⾦（１年）である。

1．（ア）１３７万円 （イ）⽶ドル

2．（ア）１３７万円 （イ）トルコリラ

3．（ア）１４０万円 （イ）⽶ドル

4．（ア）１４０万円 （イ）トルコリラ
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問６

⽻⽥さんは、課税⼝座で保有しているＷＳ投資信託（追加型国内公募株式投資信託）の収益分配

⾦を２０２１年１２⽉に受け取った。ＷＳ投資信託の状況が下記＜資料＞のとおりである場合、

次の記述の空欄（ア）〜（ウ）にあてはまる語句または数値の組み合わせとして、正しいものは

どれか。なお、⽻⽥さんはこれまでに収益分配⾦を受け取ったことはないものとする。

＜資料＞

［⽻⽥さんが保有するＷＳ投資信託の収益分配⾦受取時の状況］ 

１６，５２０円

１６，８６０円

５００円

１６，３６０円

⽻⽥さんが受け取った収益分配⾦のうち、収益分配前の基準価額から収益分配前の個別元本を

差し引いた部分を（ ア ）といい、所得税および住⺠税が課税される。⼀⽅、⽻⽥さんが受

け取った収益分配⾦のうち、（ ア ）を除く部分を（ イ ）といい、⾮課税となる。

⽻⽥さんには（ イ ）が⽀払われたため、収益分配後の個別元本は（ ウ ）円となる。

1．（ア）元本払戻⾦（特別分配⾦） （イ）普通分配⾦ （ウ）１６，５２０

2．（ア）元本払戻⾦（特別分配⾦） （イ）普通分配⾦ （ウ）１６，３６０

3．（ア）普通分配⾦ （イ）元本払戻⾦（特別分配⾦） （ウ）１６，５２０

4．（ア）普通分配⾦ （イ）元本払戻⾦（特別分配⾦） （ウ）１６，３６０

〈ファイナンシャル・プランニング技能検定〉

収益分配前の個別元本：

収益分配前の基準価額：

収益分配⾦ ：

収益分配後の基準価額：
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【第３問】 下記の（問７）〜（問１０）について解答しなさい。

問７

下記＜資料＞は、２０１２年（平成２４年）に住宅ローン契約を締結した平尾浩次さんが所有す

る⼟地の登記事項証明書の⼀部である。この登記事項証明書に関する次の（ア）〜（エ）の記述

について、正しいものには○、誤っているものには×を解答欄に記⼊しなさい。

(ア) 株式会社ＫＲ銀⾏からの住宅ローンの借⼊れに係る抵当権の登記が記載されている欄（Ａ）

は、権利部の甲区である。

(イ) この⼟地には株式会社ＫＲ銀⾏の抵当権が設定されているが、別途、ほかの⾦融機関が抵当

権を設定することも可能である。

(ウ) 平尾浩次さんが債務の弁済を怠った場合、株式会社ＫＲ銀⾏は、債権を回収するためにこの

⼟地の競売を裁判所に申し⽴てることができる。

(エ) 上記＜資料＞から、抵当権の設定当時、平尾浩次さんがこの⼟地を単独で所有していたこと

が分かる。
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問８

下記＜資料＞は、井上さんが購⼊を検討している中古マンションのインターネット上の広告（抜

粋）である。この広告の内容等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1．この広告の物件の専有⾯積は壁芯⾯積で記載されているが、これは、登記簿上の⾯積より⼩さ

い。

2．この物件の現在の区分所有者が管理費を滞納していても、この物件を新たに購⼊した井上さん

に、管理費の滞納分の⽀払い義務が⽣じることはない。

3．広告に記載された専有⾯積は、バルコニー⾯積を含まない。

4．井上さんがこの物件を購⼊した場合、管理組合の構成員となるかどうか任意に選択することが

できる。

問９

下記＜資料＞は、横川さんの⾃宅（⼟地および建物）の売却に係る状況である。この場合の課税

⻑期譲渡所得の⾦額として、正しいものはどれか。

＜資料＞

２００２年１２⽉に相続により取得。

２０２１年９⽉に⾃宅（⼟地および建物）を売却・引渡し。

取得費：不明のため概算取得費とする。

売却⾦額（合計）：４，４００万円

譲渡費⽤（合計）：１４０万円

1．８２０万円

2．９４６万円

3．１，０４０万円

4．１，１７３万円

〈ファイナンシャル・プランニング技能検定〉

居住⽤財産を譲渡した場合の３，０００万円の特別控除の特例の適⽤を受けるものとする。※

所得控除は考慮しないものとする。※
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問１０

近年、適切な管理が⾏われていない空家等が防災、衛⽣、景観等の地域住⺠の⽣活環境に深刻な

影響を及ぼしており、その対応が必要になっている。空家等が増加している背景の⼀つと考えら

れる固定資産税の影響に関する次の記述の空欄（ア）〜（ウ）にあてはまる語句の組み合わせと

して、正しいものはどれか。 

全国で空家等が増加している背景の⼀つに、⼟地や家屋等に係る固定資産税の影響が考えられ

る。固定資産税は、毎年（ ア ）現在の⼟地や家屋等の所有者に対して課税されるもので、

⼀定の要件を満たす住宅が建っている住宅⽤地（⼩規模住宅⽤地）については、住宅⼀⼾当た

り（ イ ）以下の部分について、固定資産税の課税標準が固定資産税評価額の（ ウ ）に

なる特例がある。このため、住宅を残しておく⽅が更地より固定資産税が安くなることが、空

家等が放置される要因の⼀つとなっている。

1．（ア）１⽉１⽇ （イ）２００㎡ （ウ）６分の１

2．（ア）４⽉１⽇ （イ）２００㎡ （ウ）３分の１

3．（ア）１⽉１⽇ （イ）２４０㎡ （ウ）３分の１

4．（ア）４⽉１⽇ （イ）２４０㎡ （ウ）６分の１
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【第４問】 下記の（問１１）〜（問１３）について解答しなさい。

問１１

浅⽥正⾂さん（５５歳）が保険契約者（保険料負担者）および被保険者として加⼊している⽣命

保険（下記＜資料＞参照）の保障内容に関する次の記述の空欄（ア）〜（ウ）にあてはまる数値

を解答欄に記⼊しなさい。なお、保険契約は有効に継続し、かつ、特約は⾃動更新されているも

のとし、正⾂さんはこれまでに＜資料＞の保険から、保険⾦・給付⾦を⼀度も受け取っていない

ものとする。また、各々の記述はそれぞれ独⽴した問題であり、相互に影響を与えないものとす

る。
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正⾂さんが現時点（５５歳）で、糖尿病で３２⽇間⼊院し（⼿術は受けていない）、退院⽇

の翌⽇から約款所定の期間内に１０⽇間通院をした場合、保険会社から⽀払われる保険⾦・

給付⾦の合計は（ ア ）万円である。

正⾂さんが現時点（５５歳）で、初めて⼤腸ガン（悪性新⽣物）と診断され、２４⽇間⼊院

し、その間に約款所定の⼿術（給付倍率４０倍）を１回受けた場合、保険会社から⽀払われ

る保険⾦・給付⾦の合計は（ イ ）万円である。

正⾂さんが現時点（５５歳）で、交通事故で即死した場合、保険会社から⽀払われる保険

⾦・給付⾦の合計は（ ウ ）万円である。
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問１２

中井⽂夫さんが加⼊している⽣命保険（下記＜資料＞参照）に関する次の（ア）〜（エ）の記述

について、正しいものには○、誤っているものには×を解答欄に記⼊しなさい。

＜資料：収⼊保障特約付終⾝保険の契約内容＞ 

［契約形態］

保険契約者（保険料負担者）：中井⽂夫

被保険者：中井⽂夫 

死亡保険⾦受取⼈：中井洋⼦（妻）

［保障内容］

主契約：死亡・⾼度障害保険⾦額 ７００万円 

特約：収⼊保障特約（年⾦年額）１８０万円（確定年⾦１０年間）、総合医療特約（⼊院給付

⾦⽇額）５，０００円

(ア) ⽂夫さんが死亡した場合、⽀払われる死亡保険⾦は相続税の課税対象となる。

(イ) ⽂夫さんが死亡し、洋⼦さんが収⼊保障特約保険⾦を⼀括で受け取った場合、保険⾦は⼀時

所得として所得税および住⺠税の課税対象となる。

(ウ) ⽂夫さんが病気で⼊院した場合、⽀払われる⼊院給付⾦は⾮課税である。

(エ) ⽂夫さんがこの保険を解約した場合、⽀払われる解約返戻⾦は雑所得として所得税および住

⺠税の課税対象となる。

問１３

地震保険に関する次の（ア）〜（ウ）の記述について、正しいものには○、誤っているものには×

を解答欄に記⼊しなさい。

(ア) 地震保険の保険⾦額は、居住⽤建物ならびに家財ごとに⽕災保険の保険⾦額の３０％〜１０

０％の範囲内で設定する。

(イ) 地震保険の保険⾦額は、居住⽤建物は５，０００万円、家財は１，０００万円が限度とな

る。

(ウ) 家財のうち１個の価額が５０万円の貴⾦属は、地震保険の補償対象となる。
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【第５問】 下記の（問１４）〜（問１７）について解答しなさい。

問１４

鶴⾒さん（６９歳）の２０２１年分の収⼊等が以下のとおりである場合、鶴⾒さんの２０２１年

分の総所得⾦額を計算しなさい。なお、解答に当たっては、記載以外の要件は考慮せず、解答⽤

紙に記載されている単位に従うこと。

2級実技（資産設計提案業務 2016.1）

鶴⾒さんは、⾃宅の⼀部を改装して２０１７年４⽉に喫茶店を開業し、開業年分から⻘⾊申告

者となっており、正規の簿記（複式簿記）ではなく簡易帳簿で記帳を⾏っている。

※
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問１５

下記＜資料＞に基づき、⻑岡信夫さんの２０２１年分の所得税を計算する際の所得控除に関する

次の（ア）〜（エ）の記述について、正しいものには○、誤っているものには×を解答欄に記⼊し

なさい。

＜資料＞

(ア) 妻の聡⼦さんは、控除対象配偶者として、配偶者控除の対象となる。

(イ) ⻑男の孝昌さんは、特定扶養親族として、扶養控除の対象となる。

(ウ) ⼆男の勝さんは、⼀般の控除対象扶養親族として、扶養控除の対象となる。

(エ) ⺟のシゲさんは、同居⽼親等の⽼⼈扶養親族として、扶養控除の対象となる。

〈ファイナンシャル・プランニング技能検定〉

家族は全員、信夫さんと同居し、⽣計を⼀にしている。※

障害者または特別障害者に該当する者はいない。※

２０２１年１２⽉３１⽇時点でのデータである。※
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問１６

会社員の浜松和男さんが、２０２１年以降に⽀払った医療費が下記＜資料＞のとおりである場

合、浜松さんの２０２１年分の所得税の確定申告における医療費控除の⾦額として、正しいもの

はどれか。なお、浜松さんの２０２１年中の所得は給与所得７８０万円のみである。また、浜松

さんは妻および⻑⼥と⽣計を⼀にしている。

1．０円

2．３，５００円

3．４３，５００円

4．５３，５００円

問１７

会社員の⼤久保さんが２０２１年中に新築住宅を購⼊し、同年中に居住を開始した場合の住宅借

⼊⾦等特別控除（以下「住宅ローン控除」という）に関する次の（ア）〜（ウ）の記述につい

て、正しいものには○、誤っているものには×を解答欄に記⼊しなさい。なお、⼤久保さんは、住

宅ローン控除の適⽤を受ける要件をすべて満たしているものとする。

(ア) 所得税の住宅ローン控除は、２０２１年分から勤務先における年末調整により適⽤を受ける

ことができる。

(イ) ２０２１年の住宅ローン控除可能額が所得税から控除しきれない場合は、翌年度の住⺠税か

ら控除を受けることができる。

(ウ) 住宅ローン控除を受け始めてから７年⽬に繰上げ返済を⾏った結果、すでに返済が完了した

期間と繰上げ返済後の返済期間の合計が１０年未満となった場合、繰上げ返済後は住宅ロー

ン控除の適⽤を受けることができなくなる。

2級実技（資産設計提案業務 2016.1）

浜松さんは⼈間ドックの結果、病気が判明したため、引き続き⼊院して病気の治療を⾏っ

た。なお、この⼊院について⽣命保険会社から⼊院給付⾦として４０，０００円が給付され

た。

(注1)

⻑⼥は⾵邪をこじらせ、２０２１年１２⽉２４⽇から１２⽉２８⽇まで５⽇間⼊院した。な

お、⼊院費⽤を⽀払ったのは、翌年１⽉５⽇である。また、この⼊院について保険⾦等によ

り補てんされた⾦額はないものとする。

(注2)
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【第６問】 下記の（問１８）〜（問２１）について解答しなさい。

問１８

下記＜資料＞の宅地（貸家建付地）について、路線価⽅式により、相続税評価額を計算しなさ

い。なお、解答に当たっては、解答⽤紙に記載されている単位に従うこと。

＜資料＞

〈ファイナンシャル・プランニング技能検定〉

奥⾏価格補正率 ２０ｍ以上２４ｍ未満 １．００(注1)

借地権割合 ７０％(注2)

借家権割合 ３０％(注3)

この宅地には宅地所有者の賃貸マンションが建っていて、現在満室（すべて賃貸中）とな

っている。

(注4)

その他の記載のない条件は考慮しないものとする。(注5)
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問１９

下記＜資料＞の倉⽥誠さんの相続における⼿続き等に関する次の記述の空欄（ア）〜（ウ）に⼊

る適切な数値を語群の中から選び、解答欄に記⼊しなさい。なお、同じ数値を何度選んでもよい

こととする。

＜資料＞

倉⽥誠さんの相続⼈は次のとおりである。

誠さんに２０２１年分の所得税の申告義務がある場合、誠さんの相続⼈は、相続の開始があっ

たことを知った⽇の翌⽇から（ ア ）ヵ⽉以内に準確定申告を⾏わなければならない。

誠さんの相続⼈に相続税の申告義務がある場合、相続の開始があったことを知った⽇の翌⽇か

ら（ イ ）ヵ⽉以内に申告を⾏わなければならない。

誠さんの相続により財産を取得した者が、その相続の開始前（ ウ ）年以内に誠さんから贈

与により財産を取得したことがある場合には、原則として、その贈与により取得した財産の価

額を相続税の課税価格に加算したうえで、相続税額を計算する。

2級実技（資産設計提案業務 2016.1）

相続時精算課税制度を選択している相続⼈はいない。※

１ ２ ３ ４ ６ ８ １０ １２

〈語句群〉
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問２０

贈与税の配偶者控除に関する次の記述の空欄（ア）〜（ウ）に⼊る適切な語句または数値を語群

の中から選び、その番号のみを解答欄に記⼊しなさい。 

贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が（ ア ）以上の配偶者から⾃⼰の居住⽤不動産または居

住⽤不動産を取得するための⾦銭の贈与を受け、⼀定の期間内に居住する等の所定の要件を満

たした場合に適⽤を受けることができる。 

贈与税の配偶者控除の適⽤を受けると、贈与を受けた財産の価格から、贈与税の基礎控除１１

０万円（ イ ）、最⾼（ ウ ）万円まで控除をすることができる

。

〈ファイナンシャル・プランニング技能検定〉

１．１０年 ２．２０年 ３．３０年 ４．を含めて ５．とは別に

６．１，０００ ７．２，０００ ８．２，５００ ９．３，０００

〈語句群〉
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問２１

⾹川孝太さん（３８歳）は、⽗（６９歳）と⺟（６５歳）から下記＜資料＞の贈与を受けた。孝

太さんの２０２１年分の贈与税額として、正しいものはどれか。なお、⽗からの贈与について

は、２０２０年から相続時精算課税制度の適⽤を受けている（適⽤要件は満たしている）。

＜資料＞

［２０２１年中の贈与］

⽗から贈与を受けた⾦銭の額：１，８００万円

⺟から贈与を受けた⾦銭の額：３００万円

［２０２０年中の贈与］

⽗から贈与を受けた⾦銭の額：１，０００万円

1．６８０，０００円

2．７９０，０００円

3．８２０，０００円

4．９５０，０００円

2級実技（資産設計提案業務 2016.1）

２０２０年中および２０２１年中に上記以外の贈与はないものとする。※

住宅取得等資⾦に係る贈与はないものとする。※
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【第７問】 下記の（問２２）〜（問２４）について解答しなさい。

問２２

福岡家のキャッシュフロー表の空欄（ア）に⼊る数値を計算しなさい。なお、計算に当たって

は、キャッシュフロー表中に記載の整数を使⽤し、計算結果については万円未満を四捨五⼊する

こと。また、解答に当たっては、解答⽤紙に記載されている単位に従うこと。

〈ファイナンシャル・プランニング技能検定〉 －19－

＜福岡家の家族データ＞

＜福岡家のキャッシュフロー表＞（単位：万円）

《設 例》

⻑男の翔さんは就職を機に独⽴し、別居している。※

⻑⼥の美⽉さんの就職後は、基本⽣活費は２３６万円から１９０万円（いずれも現在価値）

に減る。

※

年齢は各年１２⽉３１⽇現在のものとし、２０２１年を基準年とする。※

給与収⼊は⼿取り額で記載している。※

記載されている数値は正しいものとする。※

問題作成の都合上、⼀部を空欄にしてある。※



問２３

福岡家のキャッシュフロー表の空欄（イ）に⼊る数値を計算しなさい。なお、計算に当たって

は、キャッシュフロー表中に記載の整数を使⽤し、計算結果については万円未満を四捨五⼊する

こと。また、解答に当たっては、解答⽤紙に記載されている単位に従うこと。

2級実技（資産設計提案業務 2016.1）－20－



問２４

貴司さんは、現在居住しているマンションの住宅ローン（全期間固定⾦利、返済期間３０年、元

利均等返済、ボーナス返済なし）の繰上げ返済を検討しており、ＦＰの明⽯さんに繰上げ返済に

ついて質問をした。貴司さんが住宅ローンを２４４回返済後に、２００万円以内で期間短縮型の

繰上げ返済をする場合、この繰上げ返済により短縮される返済期間として、正しいものはどれ

か。なお、計算に当たっては、下記＜資料＞を使⽤し、繰上げ返済額は２００万円を超えない範

囲での最⼤額とすること。また、繰上げ返済に伴う⼿数料等は考慮しないものとする。

1．１年４ヵ⽉

2．１年５ヵ⽉

3．１年１０ヵ⽉

4．２年

〈ファイナンシャル・プランニング技能検定〉 －21－



【第８問】 下記の（問２５）〜（問２７）について解答しなさい。

2級実技（資産設計提案業務 2016.1）－22－

下記の係数早⾒表を乗算で使⽤し、各問について計算しなさい。なお、税⾦は⼀切考慮しない

こととし、解答に当たっては、解答⽤紙に記載されている単位に従うこと。

［係数早⾒表（年利１．０％）］

《設 例》

記載されている数値は正しいものとする。※



問２５

吉⽥さんは、マイホームの購⼊資⾦の⼀部として、これから毎年年末に１回ずつ⼀定⾦額を積み

⽴てて、１０年後に２，０００万円を準備したいと考えている。１０年間、年利１．０％で複利

運⽤する場合、毎年いくらずつ積み⽴てればよいか。

問２６

三上さんは、現在保有している貯蓄の⼀部を運⽤して、１５年後に開業するための資⾦１，００

０万円を⽤意したいと考えている。１５年間、年利１．０％で複利運⽤する場合、開業するため

に運⽤する資⾦を現時点でいくらとすればよいか。

問２７

⼩⼭さんは、⽼後の⽣活資⾦の準備として、毎年年末に１００万円を積み⽴てる予定である。１

５年間、年利１．０％で複利運⽤する場合、１５年後の合計額はいくらになるか。

〈ファイナンシャル・プランニング技能検定〉 －23－



【第９問】 下記の（問２８）〜（問３３）について解答しなさい。

2級実技（資産設計提案業務 2016.1）－24－

有⾺⻯太郎さんは、⺠間企業に勤務する会社員である。⻯太郎さんと妻の夏⼦さんは、今後の

資産形成や家計の⾒直しなどについて、ＦＰで税理⼠でもある⼭⽥さんに相談をした。なお、

下記のデータはいずれも２０２２年１⽉１⽇現在のものである。 

［家族構成］

［収⼊⾦額（２０２１年）］

⻯太郎さん：給与収⼊７００万円（⼿取り）。⻯太郎さんに給与収⼊以外の収⼊はない。

夏⼦さん：給与収⼊５００万円（⼿取り）。夏⼦さんに給与収⼊以外の収⼊はない。

［⾦融資産（時価）］

⻯太郎さん名義 

 銀⾏預⾦（普通預⾦）：２００万円 

 銀⾏預⾦（定期預⾦）：１５０万円 

 財形年⾦貯蓄：５０万円

夏⼦さん名義 

 銀⾏預⾦（普通預⾦）：１００万円 

 個⼈向け国債（変動１０年）：１００万円 

 外貨預⾦：５０万円

［住宅ローン］ 

債務者：⻯太郎さん 

借⼊先：ＲＺ銀⾏

借⼊時期：２０１２年２⽉

借⼊⾦額：３，０００万円

返済⽅法：元利均等返済（ボーナス返済なし） 

⾦利：全期間固定⾦利（年２．８０％）

返済期間：３０年

［保険］

保険⾦額３，５００万円。保険契約者（保険料負担者）および被保険者は⻯太

郎さんである。

⼊院給付⾦⽇額５，０００円。保険契約者（保険料負担者）および被保険者は

夏⼦さんであり、先進医療特約が付帯されている。

保険⾦額１，５００万円。保険の⽬的は⻯太郎さんの所有する住宅（建物）で

あり、保険契約者は⻯太郎さんである。

《設 例》

・定期保険Ａ：

・医療保険Ｂ：

・⽕災保険Ｃ：





問２８

⻯太郎さんは、現在借りている住宅ローンを別の条件の住宅ローンに借り換えることを検討して

おり、ＦＰの⼭⽥さんに相談をした。住宅ローンの借換えに関する⼭⽥さんの次の説明のうち、

最も不適切なものはどれか。

1．「住宅ローンをより低い⾦利のものに借り換えることで以後の毎⽉の返済額を軽減でき、家計

の収⽀を改善できるメリットがあります。」

2．「住宅ローンを借り換える場合、登記費⽤や保証料、⾦融機関の⼿数料といった諸費⽤がかか

ることを⾒込んでおく必要があります。」

3．「⺠間の⾦融機関の住宅ローンに借り換える場合、現在の住宅ローンを組む際に契約した⽕災

保険Ｃを借換え後も継続できるので、新たに⽕災保険に⼊り直す必要はありません。」

4．「⺠間の⾦融機関の住宅ローンに借り換える場合、現在の住宅ローンを組む際に契約した団体

信⽤⽣命保険を借換え後も継続できるので、新たに団体信⽤⽣命保険に⼊り直す必要はありま

せん。」

〈ファイナンシャル・プランニング技能検定〉 －25－



問２９

⻯太郎さんは、薫さんの⼤学進学を控えて奨学⾦や教育ローンに関⼼をもち、ＦＰの⼭⽥さんに

質問をした。⼭⽥さんが⽇本学⽣⽀援機構の奨学⾦（第⼀種・第⼆種）および⽇本政策⾦融公庫

の教育⼀般貸付（国の教育ローン）について説明する際に使⽤した下表の空欄（ア）〜（ウ）に

あてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。

1．（ア）保護者 （イ）決められた募集期間内 （ウ）３５０万円

2．（ア）保護者 （イ）１年中いつでも可能 （ウ）３００万円

3．（ア）学⽣本⼈ （イ）１年中いつでも可能 （ウ）３５０万円

4．（ア）学⽣本⼈ （イ）決められた募集期間内 （ウ）３００万円

問３０

⻯太郎さんは、夏⼦さんの医療保険Ｂに付帯されている先進医療特約について、ＦＰの⼭⽥さん

に質問をした。⼭⽥さんが説明した先進医療に係る費⽤に関する次の（ア）〜（ウ）の記述につ

いて、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記⼊しなさい。

(ア) 先進医療を受けた場合、通常の治療と共通する基礎的部分の費⽤は、公的医療保険の保険給

付の対象である。

(イ) 先進医療を受けた場合、通常の治療と共通する基礎的部分以外の費⽤は、⾼額療養費制度の

対象外である。

(ウ) 先進医療を受けた場合、通常の治療と共通する基礎的部分以外の費⽤は、所得税の医療費控

除の対象外である。

2級実技（資産設計提案業務 2016.1）－26－



問３１

⻯太郎さんは、労働者災害補償保険（以下「労災保険」という）について、ＦＰの⼭⽥さんに質

問をした。⼭⽥さんが労災保険の概要について説明する際に使⽤した下表の空欄（ア）〜（エ）

に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1．空欄（ア）にあてはまる語句は、「業務上または通勤途上の」である。

2．空欄（イ）にあてはまる語句は、「原則として無料で」である。

3．空欄（ウ）にあてはまる語句は、「アルバイト・パートタイマー等を除く」である。

4．空欄（エ）にあてはまる語句は、「労働基準監督署」である。

問３２

⻯太郎さんは、健康保険料（⼀般保険料）について再確認したいと思い、ＦＰの⼭⽥さんに質問

をした。⻯太郎さんの健康保険料等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、

⻯太郎さんは全国健康保険協会管掌健康保険（協会けんぽ）の被保険者である。また、健康保険

料（⼀般保険料）の計算に当たっては、下記＜資料＞に基づくこととする。

＜資料＞

［⻯太郎さんに関するデータ］

毎⽉５３０，０００円 

（標準報酬⽉額５３０，０００円）

１回につき１，２００，０００円

（標準賞与額１，２００，０００円）

※賞与の⽀給は年２回である。

［健康保険の⼀般保険料率］ 

１０．００％（労使合計）

1．毎⽉の給与に係る健康保険料（⼀般保険料）のうち、⻯太郎さんの負担分は２６，５００円で

ある。

2．１回の賞与に係る健康保険料（⼀般保険料）のうち、⻯太郎さんの負担分は４８，０００円で

ある。

3．⻯太郎さんは、健康保険料（⼀般保険料）と介護保険料を合わせて納めている。

4．協会けんぽの保険料率（⼀般保険料率）は、都道府県ごとに設定されている。

〈ファイナンシャル・プランニング技能検定〉
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問３３

夏⼦さんは、仮に⻯太郎さんが現時点で死亡した場合の公的年⾦の遺族給付について、ＦＰの⼭

⽥さんに質問をした。⻯太郎さんの死亡時点において夏⼦さんに⽀給される遺族年⾦に関する次

の記述の空欄（ア）〜（ウ）にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。

なお、⻯太郎さんは⼤学卒業後の２３歳から死亡時まで継続して厚⽣年⾦保険に加⼊しているも

のとし、このほかに公的年⾦加⼊期間はないものとする。また、家族に障害者に該当する者はな

く、記載以外の遺族給付の受給要件はすべて満たしているものとする。

⻯太郎さんが現時点で死亡した場合、夏⼦さんには遺族基礎年⾦と遺族厚⽣年⾦が⽀給され

る。このとき夏⼦さんに⽀給される遺族基礎年⾦は、基本額（満額の⽼齢基礎年⾦（ ア

））に（ イ ）を対象とする⼦の加算額を加算した額である。また、⻯太郎さんが在職中に

死亡したことにより⽀給される遺族厚⽣年⾦の額は、短期要件の計算式に基づく額となり、そ

の額の計算の基礎となる被保険者期間の⽉数が（ ウ ）未満の場合は（ ウ ）とみなして

報酬⽐例部分の年⾦額が計算される。

1．（ア）と同額 （イ）翼さんのみ （ウ）３６０⽉（３０年）

2．（ア）と同額 （イ）薫さんと翼さん （ウ）３００⽉（２５年）

3．（ア）の４分の３相当額 （イ）薫さんと翼さん （ウ）３６０⽉（３０年）

4．（ア）の４分の３相当額 （イ）翼さんのみ （ウ）３００⽉（２５年）
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【第１０問】 下記の（問３４）〜（問４０）について解答しなさい。
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国内の上場企業の会社員である安藤邦彦さんは、先⽉、⽗の誠治さんが死亡したため、⽗の相

続のことや⾃分たち夫婦の⽼後のことなどに関して、ＦＰで税理⼠でもある伊丹さんに相談を

した。なお、下記のデータはいずれも２０２２年１⽉１⽇現在のものである。 

Ⅰ．家族構成（同居家族）

Ⅱ．安藤家の親族関係図

 

※邦彦さんの⽗の誠治さんは２０２１年１２⽉２１⽇に死亡している。

Ⅲ．安藤家（邦彦さんと泰⼦さん）の財産の状況（単位：万円）

＜資料２：負債残⾼＞

⾃動⾞ローン：１６０万円（債務者は邦彦さん）

住宅ローン：１，２００万円（債務者は邦彦さん。団体信⽤⽣命保険付き）

＜資料３：⽣命保険等＞（単位：万円）

《設 例》



Ⅳ．その他 

上記以外の情報については、各設問において特に指⽰のない限り⼀切考慮しないこと。また、

復興特別所得税については考慮しないこと。



問３４

ＦＰの伊丹さんは、まず現時点における安藤家（邦彦さんと泰⼦さん）のバランスシート分析を

⾏うことにした。下表の空欄（ア）に⼊る数値を計算しなさい。

問３５

邦彦さんが２０２１年中に⽀払った⽣命保険の保険料は下記＜資料＞のとおりである。邦彦さん

の２０２１年分の所得税の計算における⽣命保険料控除の⾦額を計算しなさい。なお、定期保険

特約付終⾝保険Ａについては、加⼊後に契約の更新・減額・変更等は⾏っていないものとする。

また、解答に当たっては、解答⽤紙に記載されている単位に従うこと。
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問３６

邦彦さんは、おじの輝夫さんが死亡した場合の相続について、ＦＰの伊丹さんに質問をした。仮

に現時点で輝夫さんが死亡した場合の輝夫さんの相続に関するＦＰの伊丹さんの次の説明のう

ち、最も適切なものはどれか。なお、相続を放棄した者はいないものとする。

1．「輝夫さんが死亡した場合の法定相続⼈は良枝さんだけであり、邦彦さんは法定相続⼈ではあ

りませんので、法定相続分はありません（ゼロです）。」

2．「輝夫さんが死亡した場合の法定相続⼈は良枝さんと⾏雄さんだけであり、邦彦さんは法定相

続⼈ではありませんので、法定相続分はありません（ゼロです）。」

3．「輝夫さんが死亡した場合の法定相続⼈は、良枝さん、⾏雄さん、邦彦さん、⽂彦さん、明彦

さんで、良枝さんの法定相続分は３分の２です。」

4．「輝夫さんが死亡した場合の法定相続⼈は、良枝さん、⾏雄さん、邦彦さん、⽂彦さん、明彦

さんで、邦彦さんの法定相続分は２４分の１です。」
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問３７

邦彦さんの⽗の誠治さんの遺産等が下記のとおりである場合、誠治さんの相続に係る相続税の総

額（各相続⼈等の納付税額を計算する前の⾦額）として、正しいものはどれか。なお、相続を放

棄した者はいないものとする。

1．０円

2．４７５万円

3．６４０万円

4．１，３３０万円
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問３８

邦彦さんは、６０歳の定年後も再雇⽤制度を利⽤して現在の会社で働いた場合、雇⽤保険の⾼年

齢雇⽤継続基本給付⾦が受給できるのかどうかＦＰの伊丹さんに質問をした。下記＜資料＞に基

づく⾼年齢雇⽤継続基本給付⾦（⽀給額）に関する次の記述の空欄（ア）、（イ）にあてはまる

語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、邦彦さんは⼤学卒業後の２２歳から現在

まで継続して雇⽤保険に加⼊しており、今後も６５歳になるまで加⼊するものとする。また、記

載以外の⾼年齢雇⽤継続基本給付⾦の受給要件はすべて満たしているものとする。

＜資料＞

［邦彦さんに関するデータ］

６０歳到達時の賃⾦⽉額：４２万円

６０歳以後（⽀給対象⽉）の賃⾦⽉額： 

【ケース①】２４万円【ケース②】３２万円

［⾼年齢雇⽤継続基本給付⾦の計算］ 

６０歳以後（⽀給対象⽉）の賃⾦⽉額×⽀給率

⾼年齢雇⽤継続基本給付⾦は、邦彦さんの６０歳以後（⽀給対象⽉）の賃⾦⽉額が【ケース

①】の場合は（ ア ）、【ケース②】の場合は（ イ ）。

1．（ア）３６，０００円（⽉額）が⽀給され （イ）⽀給されない

2．（ア）６３，０００円（⽉額）が⽀給され （イ）２，８１６円（⽉額）が⽀給される

3．（ア）６３，０００円（⽉額）が⽀給され （イ）⽀給されない

4．（ア）３６，０００円（⽉額）が⽀給され （イ）２，８１６円（⽉額）が⽀給される
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問３９

邦彦さんは、後期⾼齢者医療制度について理解を深めたいと思い、ＦＰの伊丹さんに質問をし

た。後期⾼齢者医療制度に関する下表の空欄（ア）〜（ウ）に⼊る適切な語句を語群の中から選

び、その番号のみを解答欄に記⼊しなさい。

問４０

邦彦さんは、⽼齢年⾦（公的年⾦）の受給⽅法などについて、ＦＰの伊丹さんに質問をした。伊

丹さんの次の説明の空欄（ア）〜（ウ）にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なもの

はどれか。なお、邦彦さんは⼤学卒業後の２２歳から現在まで継続して厚⽣年⾦保険に加⼊して

いる。 

「公的年⾦の⽼齢年⾦は、受給要件を満たしたからといって⾃動的に⽀給されるわけではな

く、請求の⼿続きが必要となります。邦彦さんには、⽼齢年⾦の⽀給開始年齢（受給権が発⽣

する年齢）に達する３ヵ⽉前に、⽇本年⾦機構から『年⾦請求書（国⺠年⾦・厚⽣年⾦保険⽼

齢給付）』が送られます。その⽤紙の記載事項を確認し、必要書類を添付のうえ、年⾦事務所

等に提出します。この⼿続きは、⽀給開始年齢の（ ア ）から⾏うことができます。年⾦は

原則として、受給権が発⽣した⽉の翌⽉分から（ イ ）まで⽀給されます。万⼀⼿続きが遅

れた場合でも、（ ウ ）の年⾦まではさかのぼって⽀給されます。」

1．（ア）誕⽣⽇の２週間前 （イ）受給権が消滅した⽉の前⽉分 （ウ）５年前

2．（ア）誕⽣⽇の２週間前 （イ）受給権が消滅した⽉分 （ウ）１０年前

3．（ア）誕⽣⽇の前⽇ （イ）受給権が消滅した⽉の前⽉分 （ウ）１０年前

4．（ア）誕⽣⽇の前⽇ （イ）受給権が消滅した⽉分 （ウ）５年前
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１．６０歳 ２．６５歳 ３．７０歳 ４．１割 ５．２割 ６．都道府県

７．健康保険組合 ８．市町村
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《模範解答》

問番号 解答

問1 (ア) ○ (イ) × (ウ) × (エ) ○

問2 2

問3 (ア) ○ (イ) ○ (ウ) ○ (エ) ×

問4 2

問5 3

問6 4

問7 (ア) × (イ) ○ (ウ) ○ (エ) ×

問8 3

問9 3

問10 1

問11 (ア) 47(万円) (イ) 412(万円) 

(ウ) 2,050(万円)

問12 (ア) ○ (イ) × (ウ) ○ (エ) ×

問13 (ア) × (イ) ○ (ウ) ×

問14 270(万円)

問15 (ア) × (イ) ○ (ウ) × (エ) ○

問16 2

問17 (ア) × (イ) ○ (ウ) ○

問18 7,110(万円)

問19 (ア) 4 (イ) 10 (ウ) 3

問20 (ア) 2 (イ) 5 (ウ) 7

問番号 解答

問21 2

問22 206(万円)

問23 449(万円)

問24 3

問25 1,920,000(円)

問26 8,610,000(円)

問27 16,097,000(円)

問28 4

問29 3

問30 (ア) ○ (イ) ○ (ウ) ×

問31 3

問32 2

問33 2

問34 10,020(万円)

問35 87,500(円)

問36 4

問37 2

問38 1

問39 (ア) 2 (イ) 4 (ウ) 8

問40 4

https://fp2-siken.com/kakomon/2016_1/fp/01.html
https://fp2-siken.com/kakomon/2016_1/fp/02.html
https://fp2-siken.com/kakomon/2016_1/fp/03.html
https://fp2-siken.com/kakomon/2016_1/fp/04.html
https://fp2-siken.com/kakomon/2016_1/fp/05.html
https://fp2-siken.com/kakomon/2016_1/fp/06.html
https://fp2-siken.com/kakomon/2016_1/fp/07.html
https://fp2-siken.com/kakomon/2016_1/fp/08.html
https://fp2-siken.com/kakomon/2016_1/fp/09.html
https://fp2-siken.com/kakomon/2016_1/fp/10.html
https://fp2-siken.com/kakomon/2016_1/fp/11.html
https://fp2-siken.com/kakomon/2016_1/fp/12.html
https://fp2-siken.com/kakomon/2016_1/fp/13.html
https://fp2-siken.com/kakomon/2016_1/fp/14.html
https://fp2-siken.com/kakomon/2016_1/fp/15.html
https://fp2-siken.com/kakomon/2016_1/fp/16.html
https://fp2-siken.com/kakomon/2016_1/fp/17.html
https://fp2-siken.com/kakomon/2016_1/fp/18.html
https://fp2-siken.com/kakomon/2016_1/fp/19.html
https://fp2-siken.com/kakomon/2016_1/fp/20.html
https://fp2-siken.com/kakomon/2016_1/fp/21.html
https://fp2-siken.com/kakomon/2016_1/fp/22.html
https://fp2-siken.com/kakomon/2016_1/fp/23.html
https://fp2-siken.com/kakomon/2016_1/fp/24.html
https://fp2-siken.com/kakomon/2016_1/fp/25.html
https://fp2-siken.com/kakomon/2016_1/fp/26.html
https://fp2-siken.com/kakomon/2016_1/fp/27.html
https://fp2-siken.com/kakomon/2016_1/fp/28.html
https://fp2-siken.com/kakomon/2016_1/fp/29.html
https://fp2-siken.com/kakomon/2016_1/fp/30.html
https://fp2-siken.com/kakomon/2016_1/fp/31.html
https://fp2-siken.com/kakomon/2016_1/fp/32.html
https://fp2-siken.com/kakomon/2016_1/fp/33.html
https://fp2-siken.com/kakomon/2016_1/fp/34.html
https://fp2-siken.com/kakomon/2016_1/fp/35.html
https://fp2-siken.com/kakomon/2016_1/fp/36.html
https://fp2-siken.com/kakomon/2016_1/fp/37.html
https://fp2-siken.com/kakomon/2016_1/fp/38.html
https://fp2-siken.com/kakomon/2016_1/fp/39.html
https://fp2-siken.com/kakomon/2016_1/fp/40.html

