
【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・プランニングのプロセスに従い、次の（ア）〜（カ）を６つのステップの順

番に並べ替えたとき、その中で３番⽬（ステップ３）となるものとして、最も適切なものはどれ

か。その記号を解答欄に記⼊しなさい。

(ア) 顧客から受領した情報を基に、将来の財政状況の予測・分析等を⾏う。

(イ) 顧客に提供するサービス内容や必要となる費⽤等について説明し、了解を得る。

(ウ) 顧客の環境の変化、税制や法律改正の内容を考慮し、プランの⾒直しを⾏う。

(エ) 顧客や家族の情報、財政的な情報等を収集し、財政的な⽬標を明確化する。

(オ) 顧客の⽬標を達成するために必要なプランを作成し、提案書を提⽰する。

(カ) 作成したプランに従い、必要な⾦融商品の購⼊、不動産売却等の実⾏を⽀援する。

問２

ファイナンシャル・プランナー（以下「ＦＰ」という）は、個⼈情報の取扱いに対して⼗分な認

識と注意が必要である。ＦＰによる個⼈情報の取扱いに関する次の（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) 保険代理店業務を⾏うＦＰが、過去に家計相談を受けた顧客に対し、保険営業⽬的で顧客の

承諾なくダイレクトメールを発送した。

(イ) ＦＰが特定の顧客の相談事例を講演で紹介するため、当該顧客に事前にその顧客の承諾を得

たうえで取り上げた。

(ウ) 個⼈事務所を営むＦＰが、顧客情報を業務⽤引き出しに施錠せずに保管している。

(エ) ＦＰが所有する顧客の個⼈情報について、その顧客の家族から開⽰を請求され、顧客本⼈の

承諾を得ずに家族に提供した。
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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２０１５年７⽉７⽇に１単元（１単位）購⼊し、２０１７年３⽉１０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。

この企業の２０１８年３⽉期（予想）の連結の経常利益は２０１７年３⽉期（予想）の連

結の経常利益と⽐べ、（ イ ）している。

1．（ア）１２，０００円 （イ）増加

2．（ア）１２，０００円 （イ）減少

3．（ア）１６，０００円 （イ）増加

4．（ア）１６，０００円 （イ）減少

2級実技（資産設計提案業務 2017.5）－2－



問４

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、所得税および住⺠税は⼀切考慮しないものとする。また、

（エ）の計算結果については⼩数点以下第４位を切り捨てること。

(ア) ＫＡ株式会社の社債のような発⾏⽅式をオーバーパー発⾏という。

(イ) ＫＡ株式会社の社債を額⾯１００万円分購⼊した場合、償還時には１０１万円が償還され

る。

(ウ) ２０２５年５⽉３０⽇にＫＢ株式会社の社債を額⾯１００万円分購⼊し、償還まで保有した

場合、償還までに７回の利払いがある。

(エ) ２０２６年１⽉３１⽇にＫＢ株式会社の社債を単価９５円で額⾯１００万円分購⼊し、償還

まで保有した場合（残存期間２年）の最終利回り（単利・年率）は３．４７３％である。
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問５

加瀬さんはＫＺ投資信託を新規募集時に５００万⼝購⼊し、特定⼝座で保有して収益分配⾦を受

け取っている。下記＜資料＞に基づき、加瀬さんが保有するＫＺ投資信託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。

＜資料＞

［ＫＺ投資信託の商品概要（新規募集時）］

投資信託の分類：追加型国内公募株式投資信託

決算および収益分配：年１回

申込価格：１⼝当たり１円

申込単位：１万⼝以上１⼝単位

購⼊時⼿数料（税込み）：購⼊⾦額１，０００万円未満３．２４％、購⼊⾦額１，０００万

円以上２．１６％

運⽤管理費⽤（信託報酬）（税込み）：純資産総額に対し年１．７２８％

信託財産留保額：１⼝につき解約請求⽇の翌営業⽇の基準価額に０．３％を乗じた額

加瀬さんが、ＫＺ投資信託を新規募集時に５００万⼝購⼊した際に、⽀払った購⼊時⼿数

料（税込み）は、（ ア ）である。

信託期間中に加瀬さんが受け取った普通分配⾦は、（ イ ）として課税される。

1．（ア）１０８，０００円 （イ）配当所得

2．（ア）１０８，０００円 （イ）利⼦所得

3．（ア）１６２，０００円 （イ）配当所得

4．（ア）１６２，０００円 （イ）利⼦所得
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問６

下記＜証券⼝座の概要＞に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

＜証券⼝座の概要＞

1．（ａ）を選択した個⼈投資家は、申告義務が⽣じる年においては⾃⾝で損益を計算し、確定申

告を⾏わなければならない。

2．年初の売却で（ｂ）を選択した場合、同年中の２度⽬以降の売却の際に（ｃ）に変更すること

ができる。

3．（ｃ）を選択した場合、ほかの⾦融機関の特定⼝座における損益と通算するためには確定申告

が必要である。

4．２０２３年４⽉に新規購⼊した個⼈向け国債は、特定⼝座で保有することができる。
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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、⼤久保さんが購⼊を検討している新築⼀⼾建ての広告（抜粋）である。この広

告の内容等に関する次の（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) □□線××駅からこの物件までの道路距離は、６４０ｍ超７２０ｍ以下である。

(イ) 「新築」と表⽰することができるのは、建築後１年未満で、⼀度も居住の⽤に供されたこと

のない物件である。

(ウ) この物件を購⼊する場合、通常、宅地建物取引業者であるＴＫ不動産に、媒介業務に係る報

酬（仲介⼿数料）を⽀払う。

(エ) スーパーマーケット等の商業施設を広告に表⽰する場合、物件までの道路距離を明⽰するこ

ととされている。
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問８

建築基準法に従い、下記＜資料＞の⼟地に耐⽕建築物を建てる場合、建築⾯積の最⾼限度（ア）

と延べ⾯積（床⾯積の合計）の最⾼限度（イ）の組み合わせとして、正しいものはどれか。な

お、＜資料＞に記載のない条件については⼀切考慮しないこと。

1．（ア）１６８㎡ （イ）５７６㎡

2．（ア）１６８㎡ （イ）４８０㎡

3．（ア）１４４㎡ （イ）４８０㎡

4．（ア）１４４㎡ （イ）５７６㎡
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問９

下記＜資料１＞は、⽶⽥さんが購⼊を予定している新築マンションの物件概要である。＜資料１

＞の住⼾の均等積⽴⽅式による修繕積⽴⾦の⽬安額（⽉額）を下記＜資料２＞に基づいて計算し

なさい。なお、＜資料１＞および＜資料２＞に記載のない事項は⼀切考慮しないこととする。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。

＜資料１＞

○○マンション４１０号室（専有⾯積７５．５㎡）

［○○マンションの概要］

地上５階建て

延べ床⾯積：４，５００㎡

駐⾞場：平置き（機械式駐⾞場ではない）
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問１０

下記＜資料＞は、中⻄さんが購⼊を検討している投資⽤マンションの概要である。この物件の実

質利回り（年率）として、正しいものはどれか。なお、＜資料＞に記載のない事項については⼀

切考慮しないこととし、計算結果については⼩数点以下第３位を四捨五⼊すること。

＜資料＞

購⼊費⽤総額 ２，２００万円（消費税と仲介⼿数料等取得費⽤を含めた⾦額）

想定される賃料（⽉額） ９８，０００円

運営コスト（⽉額） 管理費等１３，０００円、管理業務委託費⽉額賃料の５％

想定される固定資産税（年額） ７０，０００円

1．４．０５％

2．４．３７％

3．５．０３％

4．５．３５％
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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

神⽥芳郎さん（５６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しているものと

し、芳郎さんはこれまでに＜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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芳郎さんが現時点（５６歳）で、糖尿病で４２⽇間⼊院した場合（⼿術は受けていな

い）、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。

芳郎さんが現時点（５６歳）で、初めてガン（前⽴腺ガン・悪性新⽣物）と診断され、治

療のため３４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。

芳郎さんが現時点（５６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

下記＜資料＞は、⻑岡さんが先⽇加⼊した医療保険の契約の流れを⽰したものである。この保険

契約の保障が開始する⽇として、最も適切なものはどれか。なお、保険料の⽀払い⽅法は⽉払い

を選択するものとする。

＜資料＞

２０２３年３⽉２９⽇ 申込書および告知書提出

↓

２０２３年３⽉３０⽇ 第１回⽬保険料⽀払⽇（代理店に直接払い込んでいる）

↓

２０２３年４⽉７⽇ 保険会社の引受けの承諾

↓

２０２３年４⽉１０⽇ 保険証券の受取り

1．２０２３年３⽉２９⽇

2．２０２３年３⽉３０⽇

3．２０２３年４⽉７⽇

4．２０２３年４⽉１０⽇

問１３

次の（ア）〜（エ）の事例のうち、損害保険の保険⾦の⽀払い対象となるものには○、⽀払い対

象とならないものには×を解答欄に記⼊しなさい。なお、いずれの保険も特約は付加していないも

のとする。
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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

会社員の川久保さんの２０２２年分の所得等は、下記＜資料＞のとおりである。川久保さんが２

０２２年分の所得税の確定申告を⾏う際に、給与所得と損益通算できる損失に関する次の記述の

うち、正しいものはどれか。

1．不動産所得▲８０万円と譲渡所得▲４０万円が給与所得と損益通算できる。

2．不動産所得▲３０万円と譲渡所得▲４０万円が給与所得と損益通算できる。

3．不動産所得▲３０万円と⼀時所得▲１５万円が給与所得と損益通算できる。

4．不動産所得▲３０万円が給与所得と損益通算できる。
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問１５

⼤下さん（６７歳）の２０２２年分の収⼊等が下記のとおりである場合、⼤下さんの２０２２年

分の総所得⾦額として、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については⼀切考慮しない

こと。

1．４００万円

2．３３０万円

3．２２０万円

4．１９５万円
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⽼齢厚⽣年⾦および企業年⾦は公的年⾦等控除額を控除する前の⾦額である。※

⽣命保険は、養⽼保険（保険期間２０年、保険契約者および満期保険⾦受取⼈とも⼤下さん）

の満期保険⾦であり、既払込保険料（⼤下さんが全額負担している）は２００万円である。な

お、契約者配当については考慮しないこととする。

※
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問１６

下記＜資料＞に基づき、⻄⾥昇さんの２０２２年分の所得税を計算する際の所得控除に関する次

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。

＜資料＞

(ア) ⻑男の俊太さんは、１７歳であるため⼀般の控除対象扶養親族として、扶養控除の対象とな

る。

(イ) ⺟の聡⼦さんは、⽣計を⼀にしているが同居していないため⽼⼈扶養親族とならず、扶養控

除の対象とならない。

(ウ) ⻑⼥の美砂さんは、アルバイト収⼊があるため、扶養控除の対象とならない。

問１７

所得税の⻘⾊申告に関する次の（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) ⻘⾊申告の適⽤を受けようとする場合には、原則としてその適⽤を受けようとする年の翌年

３⽉１５⽇までに、⻘⾊申告承認申請書を所轄税務署⻑に提出し、承認を受けなければなら

ない。

(イ) 不動産所得の⾦額の計算においては、その事業の規模にかかわらず、⻘⾊事業専従者給与を

必要経費に算⼊することはできない。

(ウ) 事業所得がなく、事業的規模に該当しない不動産の貸付けのみを⾏っている場合、不動産所

得の⾦額の計算においては、⻘⾊申告特別控除の限度額は１０万円である。

(エ) 純損失が⽣じた場合、前年分の所得税の還付を受けることができる。

〈ファイナンシャル・プランニング技能検定〉

２０２２年１２⽉３１⽇時点のデータである。※

昇さんは、妻、⻑⼥および⻑男と同居しており、⽣計を⼀にしている。昇さんの⺟は⼀⼈

暮らし（昇さんと別居）をしているが、昇さんと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。※
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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）に係る路線価⽅式による相続税評価額として、正しいものは

どれか。

＜資料＞

1．３，６００万円

2．８，４００万円

3．９，４８０万円

4．１億２，０００万円
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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所有する賃貸アパートが建っており、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、⼀切考慮しないものとする。(注5)
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問１９

下記の相続事例（２０２３年４⽉１４⽇相続開始）における相続税の課税価格の合計額として、

正しいものはどれか。

＜課税価格の合計額を算出するための財産等の相続税評価額＞

⼟地：５，０００万円（⼩規模宅地等の評価減特例適⽤後：１，０００万円）

建物：１，０００万円

現預⾦：３，５００万円

死亡保険⾦：２，０００万円（⽣命保険⾦等の⾮課税限度額控除前）

債務および葬式費⽤：７００万円

＜相続関係図＞

1．５，３００万円

2．６，８００万円

3．９，３００万円

4．１０，８００万円

〈ファイナンシャル・プランニング技能検定〉

⼩規模宅地等の評価減特例の適⽤対象となる要件はすべて満たしており、その適⽤を受け

るものとする。

※

死亡保険⾦はすべて被相続⼈の配偶者が受け取っている。※

すべての相続⼈は、相続により財産を取得している。※

相続開始前３年以内に被相続⼈からの贈与により財産を取得した相続⼈はおらず、相続時

精算課税制度を選択した相続⼈もいない。また、相続を放棄した者もいない。

※

債務および葬式費⽤は被相続⼈の配偶者がすべて負担している。※

－17－



問２０

各相続⼈の相続税の納付税額を計算する際における「配偶者に対する相続税額の軽減」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。

被相続⼈とその配偶者の婚姻期間については、（ ア ）。

配偶者に対する相続税額の軽減の適⽤を受けると、被相続⼈の配偶者が遺産分割や遺贈に

より実際に取得した正味の遺産額が、１億６，０００万円または配偶者の法定相続分相当

額のどちらか（ イ ）⾦額まで、配偶者に相続税がかからない。

相続税の申告期限までに分割されていない財産は、配偶者に対する相続税額の軽減の対象

にならないが、所定の届出を⾏ったうえで申告期限から（ ウ ）以内に分割されたとき

は、その対象となる。

1．（ア）２０年以上あることが必要となる （イ）多い⽅の （ウ）１０ヵ⽉

2．（ア）要件は定められていない （イ）多い⽅の （ウ）３年

3．（ア）要件は定められていない （イ）少ない⽅の （ウ）３年

4．（ア）２０年以上あることが必要となる （イ）少ない⽅の （ウ）１０ヵ⽉
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問２１

松尾幸⼀さん（独⾝：４０歳）は、⽗（６５歳）と祖⺟（８９歳）から下記＜資料＞の贈与を受

けた。幸⼀さんの２０２２年分の贈与税額として、正しいものはどれか。

＜資料＞

［２０２２年中の贈与］

⽗から贈与を受けた⾦銭の額：１，５００万円

祖⺟から贈与を受けた⾦銭の額：５００万円

［２０２１年中の贈与］

⽗から贈与を受けた⾦銭の額：１，３００万円

〈ファイナンシャル・プランニング技能検定〉

２０２２年中および２０２１年中に上記以外の贈与はないものとする。※

上記の贈与は、住宅取得等資⾦や結婚・⼦育てに係る資⾦の贈与ではない。※

⽗からの贈与については、２０２１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）。

※

－19－



1．１，０８５，０００円

2．１，１３０，０００円

3．１，１７０，０００円

4．１，３００，０００円
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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

露⽊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〉 －21－

＜露⽊家の家族データ＞

＜露⽊家のキャッシュフロー表＞（単位：万円）

《設 例》

年齢および⾦融資産残⾼は各年１２⽉３１⽇現在のものとし、２０２２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、⼀部を空欄としている。※



問２３

露⽊家の２⼈の⼦どもが希望している進学プランは下記のとおりである。下記＜条件＞および＜

資料＞のデータに基づいて、露⽊家のキャッシュフロー表の空欄（イ）に⼊る教育費の予測数値

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。

＜条件＞

［計算に際しての留意点］

教育費の数値は、下記＜資料：⼩学校・中学校の学習費総額＞を使⽤して計算すること。

下記＜資料：⼩学校・中学校の学習費総額＞の数値を２０２２年の数値とする。

教育費については、キャッシュフロー表中に記載の変動率２％を加味することとする。

初年度納付⾦については考慮しないこととする。

計算過程では円未満を四捨五⼊し、解答については万円未満を四捨五⼊すること。

問２４

露⽊家のキャッシュフロー表の空欄（ウ）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 2017.5）－22－



【第８問】 下記の（問２５）〜（問２７）について解答しなさい。

〈ファイナンシャル・プランニング技能検定〉 －23－

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

平尾さんは、⽼後は年に１回海外旅⾏をしたいと考えており、その資⾦として毎年１回、年末に

均等に１００万円を受け取りたいと考えている。受取り期間を２０年間とし、年利１．０％で複

利運⽤することを想定した場合、受取り開始年の初めにいくらの資⾦があればよいか。

問２６

⼤津さんは、現在⽼後の⽣活資⾦として３，０００万円を保有している。これを２０年間、年利

１．０％で複利運⽤しながら毎年１回、年末に均等に受け取ることとした場合、毎年年末に受け

取ることができる最⼤⾦額はいくらになるか。

問２７

細井さんは、退職⼀時⾦として受け取った２，０００万円を将来有料⽼⼈ホームに⼊居する際の

⼊居⼀時⾦にしたいと考えている。これを１５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。
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【第９問】 下記の（問２８）〜（問３３）について解答しなさい。

〈ファイナンシャル・プランニング技能検定〉 －25－

氷室雪雄さんは、⺠間企業に勤務する会社員である。雪雄さんと妻の花代さんは、今後の資産

形成や家計の⾒直しなどについて、ＦＰで税理⼠でもある妹尾さんに相談をした。なお、下記

のデータはいずれも２０２３年４⽉１⽇現在のものである。

［家族構成］

［収⼊⾦額（２０２２年）］

雪雄さん：給与収⼊８００万円（⼿取り額）。給与収⼊以外の収⼊はない。

花代さん：給与収⼊１００万円（⼿取り額）。給与収⼊以外の収⼊はない。

［⾦融資産（時価）］

雪雄さん名義

 銀⾏預⾦（普通預⾦）：１００万円

 銀⾏預⾦（定期預⾦）：４００万円

花代さん名義

 銀⾏預⾦（普通預⾦）：５０万円

 個⼈向け国債（変動１０年）：５０万円

［住宅ローン］

契約者：雪雄さん

借⼊先：ＰＸ銀⾏

借⼊時期：平成２０年８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：固定⾦利選択型１０年（年３．６５％）

返済期間：３５年間

［保険］

保険⾦額２，５００万円。保険契約者（保険料負担者）および被保険者は雪雄

さん、死亡保険⾦受取⼈は花代さんである。

保険⾦額２，０００万円。保険の⽬的は建物である。保険期間は３０年。保険

契約者は雪雄さんである。

《設 例》

・定期保険Ａ：

・⽕災保険Ｂ：



問２８

雪雄さんは、亜紀さんの⼤学受験を控え、⼤学の⼊学に係る費⽤等についてＦＰの妹尾さんに質

問をした。妹尾さんが⼤学の⼊学費⽤について説明する際に使⽤した下記＜資料＞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）学校納付⾦ （イ）⼊学しなかった学校への納付⾦ （ウ）受験費⽤

2．（ア）受験費⽤ （イ）⼊学しなかった学校への納付⾦ （ウ）学校納付⾦

3．（ア）受験費⽤ （イ）学校納付⾦ （ウ）⼊学しなかった学校への納付⾦

4．（ア）学校納付⾦ （イ）受験費⽤ （ウ）⼊学しなかった学校への納付⾦

2級実技（資産設計提案業務 2017.5）－26－



問２９

雪雄さんは、下記＜資料＞のＰＸ銀⾏の外貨定期預⾦キャンペーンに関⼼をもっている。この外

貨定期預⾦について、満期時の外貨ベースの元利合計額を円転した⾦額として、正しいものはど

れか。

＜資料＞

預⼊額  １０，０００豪ドル

預⼊期間 ３ヵ⽉

預⾦⾦利 ８．０％（年率）

為替レート（１豪ドル）※預⼊時と満期時の為替レートは同⼀とする。

1．７８２，３２０円

2．７８５，４００円

3．８０２，６４０円

4．８１９，２８０円

〈ファイナンシャル・プランニング技能検定〉

利息の計算に際しては、預⼊期間は⽇割りではなく⽉割りで計算すること。(注1)

為替差益・為替差損に対する税⾦については考慮しないこと。(注2)

利息に対しては、豪ドル建ての利息額の２０％（復興特別所得税は考慮しない）相当額

が所得税・住⺠税として源泉徴収されるものとすること。

(注3)

計算過程においては⼩数点以下第３位を四捨五⼊すること。(注4)
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問３０

雪雄さんは、最近よく⽿にするＮＩＳＡ（少額投資⾮課税制度）と個⼈型確定拠出年⾦（ｉＤｅ

Ｃｏ）についてＦＰの妹尾さんに質問をした。妹尾さんがＮＩＳＡと個⼈型確定拠出年⾦の概要

を説明する際に使⽤した下表の空欄（ア）〜（ウ）に⼊る適切な数値または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３１

雪雄さんが加⼊している保険の保険⾦等が⽀払われた場合の課税に関する次の（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) 雪雄さんが死亡し、花代さんが受け取る定期保険Ａの死亡保険⾦は、相続税の課税対象とな

る。

(イ) 雪雄さんが疾病のため⾼度障害状態になったことにより受け取る定期保険Ａの⾼度障害保険

⾦は、所得税の課税対象となる。

(ウ) ⾃宅が⽕災で全焼し、雪雄さんが受け取る⽕災保険Ｂの保険⾦は、所得税の課税対象とな

る。
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１．６０ ２．６５ ３．７０ ４．８０ ５．１００ ６．１２０

７．公的年⾦等 ８．⼩規模企業共済等掛⾦ ９．⽣命保険料

〈語句群〉
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問３２

ＦＰの妹尾さんは、２０２２年１０⽉から実施された「短時間労働者に対する社会保険の適⽤拡

⼤」について花代さんから質問を受け、下表を⽤いてその要件やメリットなどを説明した。短時

間労働者に対する厚⽣年⾦保険および健康保険（以下「社会保険」という）の適⽤に関する下表

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。

〈ファイナンシャル・プランニング技能検定〉

１．２分の１ ２．３分の１ ３．３分の２ ４．４分の１ ５．４分の３

６．５分の４ ７．休業（補償）給付 ８．傷病（補償）年⾦ ９．傷病⼿当⾦

〈語句群〉
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問３３

雪雄さんは、「ねんきん定期便」の通知内容や「ねんきんネット」でできることについて、ＦＰ

の妹尾さんに確認をした。妹尾さんが雪雄さんに説明をした、５０歳未満の⼈に送付される「ね

んきん定期便」の内容および「ねんきんネット」で利⽤できるサービスに関する次の（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。なお、

雪雄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もの（第１号

厚⽣年⾦被保険者）とする。

(ア) ５０歳未満の⼈の「ねんきん定期便」には、定期便作成時点までの年⾦加⼊期間や保険料納

付額（加⼊者本⼈負担分の累計）が記載されている。

(イ) ５０歳未満の⼈の「ねんきん定期便」には、⽼齢年⾦の種類と定期便作成時点の加⼊制度に

引き続き６０歳になるまで加⼊した場合の⽼齢年⾦の⾒込み額が記載されている。

(ウ) 「ねんきんネット」では、利⽤登録後はいつでも、すべての期間の年⾦加⼊記録（加⼊履

歴、厚⽣年⾦保険の標準報酬⽉額等）を確認することができる。

(エ) 「ねんきんネット」の「年⾦⾒込額試算」では、⽼齢年⾦および遺族年⾦の⾒込み額を試算

することができる。
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【第１０問】 下記の（問３４）〜（問４０）について解答しなさい。

〈ファイナンシャル・プランニング技能検定〉 －31－

物品販売業（福岡商店）を営む⾃営業者の福岡啓⼆さん（⻘⾊申告者）は、この度、今後の⽣

活のことや事業のことなどに関して、ＦＰで税理⼠でもある桑原さんに相談をした。なお、下

記のデータは２０２３年４⽉１⽇現在のものである。

Ｉ．家族構成（同居家族）

Ⅱ．福岡家の親族関係図

Ⅲ．福岡家（啓⼆さん）の財産の状況

［資料１：保有資産（時価）］（単位：万円）

［資料２：負債残⾼］

事業⽤借⼊（証書貸付）：［資料４］を参照（債務者は啓⼆さん）

⾃動⾞ローン：１２０万円（債務者は啓⼆さん）

未払⾦：１００万円（博⼦さんの相続に係る諸費⽤等であり、啓⼆さんが負担する）

《設 例》



［資料３：⽣命保険］（単位：万円）

［資料４：福岡商店の財務データ（２０２２年分の⻘⾊申告決算書から抜粋）］

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の桑原さんは、まず現時点における福岡家（啓⼆さん）のバランスシート分析を⾏うことと

した。下表の空欄（ア）に⼊る数値を計算しなさい。なお、事業⽤資産および負債については、

＜設例＞の［資料４］に記載された⾦額を使⽤することとする。

問３５

＜設例＞の［資料４］および下記＜計算式＞に基づいて、２０２２年分の啓⼆さん（福岡商店）

の事業所得の⾦額を計算しなさい。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。

＜計算式＞

事業所得の⾦額＝

売上（収⼊）⾦額－売上原価－必要経費－⻘⾊事業専従者給与－⻘⾊申告特別控除額
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問３６

下記＜資料＞は、啓⼆さんおよび福岡商店のＷＴ銀⾏（⽇本国内にある普通銀⾏）における⾦融

資産残⾼である。仮に２０２３年５⽉にＷＴ銀⾏が破綻した場合、啓⼆さんがＷＴ銀⾏に保有し

ている下記の⾦融資産のうち、預⾦保険制度によって保護される⾦額の上限額として、正しいも

のはどれか。なお、預⾦利息については考慮しないこととする。また、啓⼆さんは、福岡商店の

事業⽤資⾦を含めＷＴ銀⾏からの借⼊れはないものとする。

＜資料＞

［名義：福岡啓⼆］

 普通預⾦：３５０万円（決済⽤預⾦ではない）

 定期預⾦：４５０万円

 外貨預⾦：３００万円

［名義：福岡商店代表福岡啓⼆］

 当座預⾦：１２０万円

 定期預⾦：３４０万円

1．１，０００万円

2．１，１２０万円

3．１，２６０万円

4．１，４６０万円

問３７

啓⼆さんは、⾃宅（敷地および建物）および福岡商店の店舗（敷地および建物）を博⼦さんの死

亡に伴う相続により取得している。下記＜資料＞を基に、博⼦さんの死亡による相続に係る相続

税の計算において、申告すべき⾃宅敷地および店舗敷地の相続税評価額の合計額として、正しい

ものはどれか。なお、解答に当たっては、⾃宅敷地および店舗敷地ともに「⼩規模宅地等の相続

税の課税価格の計算の特例」を上限まで適⽤すること。

1．１，６００万円

2．２，１６０万円

3．２，４００万円

4．４，８００万円
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問３８

国⺠年⾦の第１号被保険者である啓⼆さんは、⽼齢年⾦の受給額を増やすため、毎⽉、国⺠年⾦

保険料に加えて付加保険料を納付している。付加年⾦制度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、記載のない条件

については⼀切考慮しないこととする。

国⺠年⾦の第１号被保険者（６５歳未満の任意加⼊被保険者を含む）が希望し、通常の保険

料に加えて付加保険料を納めた場合、⽼齢基礎年⾦とともに付加年⾦が⽀給される。仮に、

啓⼆さんが付加保険料を３２年間（３８４⽉）納めた場合、付加年⾦（年額）は（ ア ）

となり、その⽀給開始から（ イ ）で、納めた付加保険料の総額に相当する⾦額を受け取

ることができる。

なお、付加保険料を納付した者が⽼齢基礎年⾦の⽀給繰上げの請求または⽀給繰下げの申出

を⾏った場合、付加年⾦（ ウ ）。

1．（ア）１５３，６００円 （イ）２年間 （ウ）は繰上げまたは繰下げが⾏われない

2．（ア）１５３，６００円 （イ）１年間 （ウ）も繰上げまたは繰下げが⾏われる

3．（ア）７６，８００円 （イ）１年間 （ウ）は繰上げまたは繰下げが⾏われない

4．（ア）７６，８００円 （イ）２年間 （ウ）も繰上げまたは繰下げが⾏われる

問３９

啓⼆さんの⼆⼥の愛⼦さんは、国⺠年⾦保険料の学⽣納付特例を申請して認められている。そこ

で啓⼆さんは、愛⼦さんが国⺠年⾦の給付を受ける際に学⽣納付特例期間はどのように取り扱わ

れるのか等について、ＦＰの桑原さんに質問をした。桑原さんが学⽣納付特例期間と年⾦給付

（国⺠年⾦）等との関係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。なお、学⽣納付特例期間および全額免除期

間についての年⾦額への反映に関する記述は、追納されていない場合におけるものとする。

1．（ア）算⼊される （イ）反映される（減額⽀給） （ウ）２年間

2．（ア）算⼊されない （イ）反映される（減額⽀給） （ウ）１０年間

3．（ア）算⼊される （イ）反映されない （ウ）１０年間

4．（ア）算⼊されない （イ）反映されない （ウ）２年間

2級実技（資産設計提案業務 2017.5）－34－



問４０

啓⼆さんは、⺟の春⼦さん（８３歳）が体調を崩すことが多くなったため、医療費や介護費⽤に

ついてＦＰの桑原さんに相談をした。桑原さんが後期⾼齢者医療制度および介護保険制度の⾃⼰

負担割合等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、

最も不適切なものはどれか。

1．空欄（ア）にあてはまる語句は、「医療費の２割」である。

2．空欄（イ）にあてはまる語句は、「サービス利⽤料の２割または３割」である。

3．空欄（ウ）にあてはまる語句は、「１ヵ⽉（同⼀⽉）」である。

4．空欄（エ）にあてはまる語句は、「１年間（８⽉〜翌年７⽉末）」である。
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《模範解答》

問番号 解答

問1 ア

問2 (ア) × (イ) ○ (ウ) × (エ) ×

問3 1

問4 (ア) ○ (イ) × (ウ) × (エ) ○

問5 3

問6 2

問7 (ア) × (イ) ○ (ウ) ○ (エ) ○

問8 2

問9 16,459(円)

問10 1

問11 (ア) 59(万円) (イ) 377(万円)

(ウ) 2,570(万円)

問12 2

問13 (ア) × (イ) × (ウ) ○ (エ) ○

問14 4

問15 4

問16 (ア) ○ (イ) × (ウ) ×

問17 (ア) × (イ) × (ウ) ○ (エ) ○

問18 3

問19 1

問20 2

問番号 解答

問21 1

問22 304(万円)

問23 84(万円)

問24 794(万円)

問25 18,046,000(円)

問26 1,650,000(円)

問27 23,220,000(円)

問28 4

問29 1

問30 (ア) 6 (イ) 8 (ウ) 1

問31 (ア) ○ (イ) × (ウ) ×

問32 (ア) 5 (イ) 9 (ウ) 1

問33 (ア) ○ (イ) × (ウ) ○ (エ) ×

問34 13,420(万円)

問35 910(万円)

問36 2

問37 3

問38 4

問39 3

問40 1

https://fp2-siken.com/kakomon/2017_5/fp/01.html
https://fp2-siken.com/kakomon/2017_5/fp/02.html
https://fp2-siken.com/kakomon/2017_5/fp/03.html
https://fp2-siken.com/kakomon/2017_5/fp/04.html
https://fp2-siken.com/kakomon/2017_5/fp/05.html
https://fp2-siken.com/kakomon/2017_5/fp/06.html
https://fp2-siken.com/kakomon/2017_5/fp/07.html
https://fp2-siken.com/kakomon/2017_5/fp/08.html
https://fp2-siken.com/kakomon/2017_5/fp/09.html
https://fp2-siken.com/kakomon/2017_5/fp/10.html
https://fp2-siken.com/kakomon/2017_5/fp/11.html
https://fp2-siken.com/kakomon/2017_5/fp/12.html
https://fp2-siken.com/kakomon/2017_5/fp/13.html
https://fp2-siken.com/kakomon/2017_5/fp/14.html
https://fp2-siken.com/kakomon/2017_5/fp/15.html
https://fp2-siken.com/kakomon/2017_5/fp/16.html
https://fp2-siken.com/kakomon/2017_5/fp/17.html
https://fp2-siken.com/kakomon/2017_5/fp/18.html
https://fp2-siken.com/kakomon/2017_5/fp/19.html
https://fp2-siken.com/kakomon/2017_5/fp/20.html
https://fp2-siken.com/kakomon/2017_5/fp/21.html
https://fp2-siken.com/kakomon/2017_5/fp/22.html
https://fp2-siken.com/kakomon/2017_5/fp/23.html
https://fp2-siken.com/kakomon/2017_5/fp/24.html
https://fp2-siken.com/kakomon/2017_5/fp/25.html
https://fp2-siken.com/kakomon/2017_5/fp/26.html
https://fp2-siken.com/kakomon/2017_5/fp/27.html
https://fp2-siken.com/kakomon/2017_5/fp/28.html
https://fp2-siken.com/kakomon/2017_5/fp/29.html
https://fp2-siken.com/kakomon/2017_5/fp/30.html
https://fp2-siken.com/kakomon/2017_5/fp/31.html
https://fp2-siken.com/kakomon/2017_5/fp/32.html
https://fp2-siken.com/kakomon/2017_5/fp/33.html
https://fp2-siken.com/kakomon/2017_5/fp/34.html
https://fp2-siken.com/kakomon/2017_5/fp/35.html
https://fp2-siken.com/kakomon/2017_5/fp/36.html
https://fp2-siken.com/kakomon/2017_5/fp/37.html
https://fp2-siken.com/kakomon/2017_5/fp/38.html
https://fp2-siken.com/kakomon/2017_5/fp/39.html
https://fp2-siken.com/kakomon/2017_5/fp/40.html

