
【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等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) 司法書⼠資格を有していないＦＰが、顧客から依頼され、顧客の任意後⾒⼈となる契約を締

結した。

(イ) 税理⼠資格を有していないＦＰが、相続対策を検討している顧客に対し、有料の相談業務に

おいて、仮定の相続事例に基づく⼀般的な解説を⾏った。

(ウ) ⽣命保険募集⼈または保険仲⽴⼈の登録をしていないＦＰが、⽣命保険契約を検討している

顧客のライフプランに基づき、必要保障額を具体的に試算した。

(エ) 投資助⾔・代理業の登録をしていないＦＰが、特定の顧客に対し、特定企業の公表されてい

る決算報告書を⽤いて、具体的な株式の投資時期等の判断や助⾔を⾏った。

問２

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４番⽬（ステップ４）となるものはどれか。その記号を解答欄に

記⼊しなさい。

(ア) 顧客の⽬標達成のために必要なプランを作成し、提案書を提⽰する。

(イ) ⾯談等の実施により、顧客に関する資産等の情報のほか、顧客の考える⽬標や希望等の情報

を収集する。

(ウ) 作成したプランに従い、提案した⾦融商品の購⼊等の実⾏を⽀援する。

(エ) 顧客の環境の変化や制度改正の際には、必要に応じてプランの⾒直しを⾏う。

(オ) 顧客に対し、提供するサービスの内容や報酬体系等を説明し、了解を得る。

(カ) 顧客から収集した情報を基に、キャッシュフロー表などを作成し、将来の財政状況の予測等

を⾏う。
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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

経済指標に関する下表の空欄（ア）〜（エ）に⼊る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４

下記＜資料＞の外貨定期預⾦を満期まで保有した場合における、外貨ベースの元利合計額を円転

した⾦額を計算しなさい。なお、計算結果（円転した⾦額）について円未満の端数が⽣じる場合

は切り捨てること。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。

＜資料＞

預⼊額 ：１０，０００⽶ドル

預⼊期間：１２ヵ⽉

預⾦⾦利：１．２４％（年率）

満期時の為替レート（１⽶ドル）
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１．内閣府 ２．総務省 ３．経済産業省 ４．国際収⽀統計

５．マネーストック統計 ６．家計消費⽀出 ７．消費者物価指数 ８．２回

９．４回 １０．６回

〈語句群〉

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・為替差損に関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、⽶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)
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問５

⻄⼭さんはＨＥ投資信託を新規募集時に５００万⼝購⼊し、特定⼝座（源泉徴収⼝座）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、⻄⼭さんが保有するＨＥ投資信託に関

する次の記述の空欄（ア）、（イ）にあてはまる数値の組み合わせとして、正しいものはどれ

か。

＜資料＞

［ＨＥ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 ２．７０％

 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１．６２０％

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

［⻄⼭さんが保有するＨＥ投資信託の収益分配⾦受取時の運⽤状況（１万⼝当たり）］

収益分配前の個別元本：１０，０００円

収益分配前の基準価額：１３，０００円

収益分配⾦：２，０００円

収益分配後の基準価額：１１，０００円

⻄⼭さんが、ＨＥ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 ）円である。

⻄⼭さんが保有するＨＥ投資信託の収益分配⾦受領後の個別元本（１万⼝当たり）は（

イ ）円である。

1．（ア）１０８，０００ （イ）８，０００

2．（ア）１０８，０００ （イ）１０，０００

3．（ア）１３５，０００ （イ）８，０００

4．（ア）１３５，０００ （イ）１０，０００
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問６

下記＜資料＞の債券を満期（償還）時まで保有した場合の最終利回り（単利・年率）を計算しな

さい。なお、⼿数料や税⾦等については考慮しないものとし、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。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＞

表⾯利率：年１．３０％

買付価格：額⾯１００円につき９８．００円

発⾏価格：額⾯１００円につき１００．００円

償還までの残存年数：５年
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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

公的な⼟地評価に関する下表の空欄（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）内閣府 （イ）１⽉１⽇ （ウ）８０％

2．（ア）国⼟交通省 （イ）１⽉１⽇ （ウ）７０％

3．（ア）国⼟交通省 （イ）７⽉１⽇ （ウ）８０％

4．（ア）内閣府 （イ）７⽉１⽇ （ウ）７０％

問８

⼤津さんは、６年前に相続により取得し、その後継続して居住している⾃宅の⼟地および建物の

売却を検討している。売却に係る状況が下記＜資料＞のとおりである場合、所得税における課税

⻑期譲渡所得の⾦額として、正しいものはどれか。

＜資料＞

取得費：⼟地および建物とも不明であるため概算取得費とする。

譲渡価格（合計）：７，０００万円

譲渡費⽤（合計）：３００万円

※居住⽤財産を譲渡した場合の３，０００万円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。

1．３，０００万円

2．３，２７０万円

3．３，３５０万円

4．３，６３５万円
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問９

柴⽥さんは、保有しているマンションを賃貸している。下記＜資料＞に基づいて計算した２０２

２年分の所得税に係る不動産所得の⾦額として、正しいものはどれか。なお、＜資料＞以外の収

⼊および⽀出等はないものとし、⻘⾊申告特別控除は考慮しないこととする。

＜資料：２０２２年分の賃貸マンションに係る収⼊および⽀出等＞

賃料収⼊（総収⼊⾦額）１４４万円

⽀出

銀⾏へのローン返済⾦額 ６０万円（元⾦４０万円、利息２０万円）

管理費等 １２万円

管理業務委託費 ７２，０００円

⽕災保険料 １万円

固定資産税 １２万円

修繕費 ８万円

減価償却費 ３３万円

※⽀出等のうち必要経費となるものは、すべて２０２２年分の所得に係る必要経費に該当す

るものとする。

1．３０８，０００円

2．４３８，０００円

3．５０８，０００円

4．８３８，０００円
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問１０

下記＜資料＞は、井上さんが購⼊を検討している物件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) ＫＹ株式会社の抵当権の設定に関する事項が記載されている欄（Ａ）は、「権利部（⼄

区）」である。

(イ) 登記事項証明書は、法務局などにおいて⼿数料を納付すれば、誰でも交付の請求をすること

ができる。

(ウ) 上記＜資料＞から、抵当権の設定当時、細井孝さんがこの⼟地の所有者であったことが確認

できる。

(エ) 細井孝さんがＫＹ株式会社への債務を完済すると、当該抵当権の登記は⾃動的に抹消され

る。
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【第４問】 下記の（問１１）〜（問１４）について解答しなさい。

問１１

千⽥次郎さん（４７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、次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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次郎さんが現時点で、肺炎で３０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。

次郎さんが現時点で、初めてガン（悪性新⽣物）と診断され、治療のため４２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。

次郎さんが現時点で、交通事故で死亡（⼊院・⼿術なし）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。

※約款所定の⼿術は無配当定期保険特約付終⾝保険および終⾝医療保険ともに該当するもの

である。

〈ファイナンシャル・プランニング技能検定〉 －9－



問１２

布施陽介さんが契約している終⾝保険（下記＜資料＞参照）に関する次の（ア）〜（エ）の記述

について、正しいものには〇、誤っているものには×を解答欄に記⼊しなさい。

＜資料：終⾝保険の契約内容＞

保険契約者（保険料負担者）：布施陽介

被保険者：布施弘⼦（妻）

死亡保険⾦受取⼈：布施貴裕（⼦）

(ア) 弘⼦さんが死亡して貴裕さんが受け取る死亡保険⾦は、相続税の課税対象となる。

(イ) 保険契約を解約して解約返戻⾦を陽介さんが⼀時⾦で受け取った場合、払込保険料との差益

が⼀時所得として所得税の課税対象となる。

(ウ) 陽介さんが死亡して弘⼦さんに契約者変更をした場合、陽介さん死亡時の解約返戻⾦相当額

が相続税の課税対象となる。

(エ) 毎年⽀払う保険料について、陽介さんは所得税の⽣命保険料控除を受けることができない。

問１３

少額短期保険に関する次の記述の空欄（ア）〜（エ）に⼊る語句の組み合わせとして、正しいも

のはどれか。

少額短期保険業者が１⼈の被保険者から引き受ける保険⾦額の合計額は、低発⽣率保険を

除き、原則として（ ア ）を超えてはならない。

保険期間の上限は、⽣命保険・医療保険が１年、損害保険は（ イ ）である。

保険料は、⽣命保険料控除・地震保険料控除の対象と（ ウ ）。

少額短期保険業者が破綻した場合、契約者は保険契約者保護機構による保護の対象と（

エ ）。

1．（ア）１，０００万円 （イ）３年 （ウ）ならない （エ）なる

2．（ア）２，０００万円 （イ）３年 （ウ）なる （エ）なる

3．（ア）１，０００万円 （イ）２年 （ウ）ならない （エ）ならない

4．（ア）２，０００万円 （イ）２年 （ウ）なる （エ）ならない
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問１４

海外旅⾏傷害保険に関する次の（ア）〜（エ）の記述について、保険⾦の⽀払い対象となるもの

には○、保険⾦の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、携⾏品損害担

保特約および賠償責任特約を付帯しているものとする。

(ア) 海外旅⾏中に⾷べた料理が原因で細菌性⾷中毒を発症し、旅⾏中に⼊院をした。

(イ) 海外旅⾏中に、観光地ですりに遭い、クレジットカードを盗まれた。

(ウ) 海外旅⾏先のホテルに滞在中、不注意により客室の調度品を壊してしまい、ホテルから損害

賠償を求められた。

(エ) 海外旅⾏先から帰国し、空港から⾃宅へ帰る途中に駅の階段で転倒し、ケガを負った。

〈ファイナンシャル・プランニング技能検定〉 －11－



【第５問】 下記の（問１５）〜（問１７）について解答しなさい。

問１５

沼⽥慎吾さん（６６歳）の２０２２年分の収⼊等が以下のとおりである場合、慎吾さんの２０２

２年分の所得税における総所得⾦額として、正しいものはどれか。

1．

2．

3．

4．

2級実技（資産設計提案業務 2019.5）

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。※

⽣命保険は保険期間３０年の養⽼保険であり、保険契約者および満期保険⾦受取⼈は慎吾さん

である。保険料はすべて慎吾さんが負担し、総額は１４０万円である。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

定年退職後にアルバイトを始めた⽶⽥さんの２０２２年分の収⼊は下記＜資料＞のとおりであ

る。＜資料＞の空欄（ア）〜（エ）にあてはまる所得の種類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１７

退職所得に関する次の（ア）〜（エ）の記述のうち、正しいものには〇、誤っているものには×を

解答欄に記⼊しなさい。なお、復興特別所得税については考慮しないものとする。

(ア) 勤続年数２０年超で退職した場合の退職所得控除額は、「４０万円×勤続年数」により計算す

る。

(イ) 退職所得控除額を計算する際の勤続年数に１年未満の端数があるときには、その端数は切り

捨てて勤続年数には含めない。

(ウ) 退職所得の⾦額は、原則として、退職⼀時⾦の額から退職所得控除額を控除した残額の２分

の１に相当する額となる。

(エ) 退職⾦の⽀給を受ける場合に「退職所得の受給に関する申告書」を退職⾦の⽀払者に適正に

提出していれば、その退職⾦の⽀払いの際、退職所得の⾦額に応じた所得税額が源泉徴収さ

れる。

〈ファイナンシャル・プランニング技能検定〉

１．利⼦所得 ２．配当所得 ３．不動産所得 ４．事業所得 ５．給与所得

６．退職所得 ７．⼭林所得 ８．譲渡所得 ９．⼀時所得 １０．雑所得

〈語句群〉
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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＜相続関係図＞において、⺠法の規定に基づく法定相続分および遺留分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、解答欄に記⼊しなさい。

なお、同じ語句または数値を何度選んでもよいこととする。

＜相続関係図＞

［各⼈の法定相続分と遺留分］

被相続⼈の配偶者の法定相続分は（ ア ）。

被相続⼈の兄の法定相続分は（ イ ）。

被相続⼈の⺟の遺留分は（ ウ ）。

2級実技（資産設計提案業務 2019.5）

なし １／２ １／３ １／４ １／６ １／８ １／９ ２／３ ３／４

〈語句群〉
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問１９

⾹川寛さん（４５歳）は、⽗（７３歳）と叔⽗（７０歳）から下記＜資料＞の贈与を受けた。寛

さんの２０２２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、

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）。

＜資料＞

［２０２１年中の贈与］

 ⽗から贈与を受けた⾦銭の額：１，０００万円

［２０２２年中の贈与］

 ⽗から贈与を受けた⾦銭の額：２，０００万円

 叔⽗から贈与を受けた⾦銭の額：５００万円

1．１，３１０，０００円

2．１，４８５，０００円

3．１，５３０，０００円

4．１，８５０，０００円

〈ファイナンシャル・プランニング技能検定〉

２０２１年中および２０２２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。※
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問２０

相続税における「⼩規模宅地等の評価減の特例」に関する下表の空欄（ア）〜（ウ）にあてはま

る数値の組み合わせとして、正しいものはどれか。

1．（ア）３３０ （イ）２４０ （ウ）６０

2．（ア）４００ （イ）３３０ （ウ）５０

3．（ア）４００ （イ）３３０ （ウ）６０

4．（ア）３３０ （イ）２４０ （ウ）５０
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問２１

下記＜資料＞の⼟地に係る路線価⽅式による普通借地権の相続税評価額の計算式として、正しい

ものはどれか。

＜資料＞

1．２００千円×１．００×５００㎡

2．２００千円×１．００×５００㎡×７０％

3．２００千円×１．００×５００㎡×（１－７０％）

4．２００千円×１．００×５００㎡×（１－７０％×３０％×１００％）

〈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)

その他の記載のない条件は、⼀切考慮しないこと。(注4)
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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

⽻⽥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、計算過程において

は端数処理をせず計算し、計算結果については万円未満を四捨五⼊すること。
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＜⽻⽥家の家族データ＞

＜⽻⽥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。※

給与収⼊は可処分所得で記載している。※

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

⽻⽥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、計算過程において

は端数処理をせず計算し、計算結果については万円未満を四捨五⼊すること。

問２４

キャッシュフロー表を作成するうえでは、収⼊や⽀出などの変動率、⾦融資産の運⽤利回りの予

測が重要である。運⽤利回り等の変動に影響を与える要因についての次の記述のうち、最も適切

なものはどれか。

1．変動⾦利型住宅ローンの適⽤⾦利は、短期プライムレートを基準にする⾦融機関が主流であ

る。

2．公的年⾦の⽼齢給付におけるマクロ経済スライドにおいて、給付⽔準の調整に⽤いられるのは

物価の変動のみである。

3．消費者物価指数の算出では、消費税率の引上げがあっても増税分を差し引いて計算し、結果に

影響しないようになっている。

4．為替が円安になると、輸⼊物価を引き下げる要因となり得る。

〈ファイナンシャル・プランニング技能検定〉 －19－



【第８問】 下記の（問２５）〜（問２７）について解答しなさい。
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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

三上さんは、独⽴開業の準備資⾦として、７年後に１，０００万円を準備したいと考えている。

７年間、年利１．０％で複利運⽤する場合、現在いくらの資⾦があればよいか。

問２６

⼩⼭さんは、⾃宅のリフォーム費⽤５００万円をリフォームローンを利⽤して返済しようと考え

ている。今後５年間、年利１．０％で毎年借⼊応当⽇に元利均等返済をする場合、毎年の返済額

はいくらになるか。

問２７

吉⽥さんは、⽼後の⽣活資⾦の⼀部として、毎年年末に１００万円を受け取りたいと考えてい

る。受取期間を２５年間とし、年利１．０％で複利運⽤をする場合、受取り開始時にいくらの資

⾦があればよいか。

〈ファイナンシャル・プランニング技能検定〉 －21－



【第９問】 下記の（問２８）〜（問３４）について解答しなさい。
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野村政彦さんは、⺠間企業に勤務する会社員である。政彦さんと妻の泰⼦さんは、今後の資産

形成や家計の⾒直しなどについて、ＦＰで税理⼠でもある榎⽥さんに相談をした。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）］

政彦さん：給与収⼊７５０万円。給与収⼊以外の収⼊はない。

泰⼦さん：給与収⼊１００万円。給与収⼊以外の収⼊はない。

［⾦融資産（時価）］

政彦さん名義

 銀⾏預⾦（普通預⾦）：１５０万円

 銀⾏預⾦（定期預⾦）：２００万円

泰⼦さん名義

 銀⾏預⾦（普通預⾦）：２０万円

 銀⾏預⾦（定期預⾦）：３０万円

［住宅ローン］

契約者：政彦さん

借⼊先：ＧＹ銀⾏

借⼊時期：２００８年６⽉

借⼊⾦額：４，０００万円

返済⽅法：元利均等返済（ボーナス返済なし）

⾦利：固定⾦利型

返済期間：３５年間

［保険］

保険⾦額２，０００万円。保険契約者（保険料負担者）および

被保険者は政彦さん。

保険⾦額３００万円。保険契約者（保険料負担者）および被保

険者は政彦さん。

保険⾦額１，５００万円。保険の⽬的は建物、保険契約者は政

彦さん。保険期間３５年。

《設 例》

・定期保険Ａ ：

・低解約返戻⾦型終⾝保険Ｂ：

・⽕災保険Ｃ ：



問２８

政彦さんは、現在居住している⾃宅の住宅ローン（全期間固定⾦利、返済期間３５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の榎⽥さんに繰上げ返済について

質問をした。政彦さんが住宅ローンを１３２回返済後に、１００万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１００万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。

1．６ヵ⽉

2．１年０ヵ⽉

3．１年１ヵ⽉

4．１年２ヵ⽉

〈ファイナンシャル・プランニング技能検定〉 －23－



問２９

政彦さんは、健⽃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の榎⽥さんに質

問をした。榎⽥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。なお、学校納付⾦と

は、⼊学⾦、寄付⾦、学校債など、⼊学時に学校に⽀払った費⽤をいう。また、受験費⽤とは、

受験料および受験のための交通費・宿泊費で、受験したすべての学校・学部に係るものをいう。

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）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

4．（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
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問３０

政彦さんは、健⽃さんの⼤学進学を控えて奨学⾦や教育ローンに関⼼を持ち、ＦＰの榎⽥さんに

質問をした。榎⽥さんが⽇本学⽣⽀援機構の奨学⾦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）主に学⽣・⽣徒の保護者 （イ）いつでも可能 （ウ）３００万円

2．（ア）学⽣・⽣徒本⼈ （イ）いつでも可能 （ウ）３５０万円

3．（ア）学⽣・⽣徒本⼈ （イ）決められた募集期間内 （ウ）３００万円

4．（ア）主に学⽣・⽣徒の保護者 （イ）決められた募集期間内 （ウ）３５０万円
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問３１

政彦さんは、つみたてＮＩＳＡ（⾮課税累積投資契約に係る少額投資⾮課税制度）とｉＤｅＣｏ

（個⼈型確定拠出年⾦）についてＦＰの榎⽥さんに質問をした。榎⽥さんがつみたてＮＩＳＡと

ｉＤｅＣｏ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。
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１．２０ ２．３０ ３．４０ ４．５０ ５．６０ ６．６５ ７．７０

８．８０ ９．１００ １０．１２０

〈語句群〉
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問３２

泰⼦さんは、政彦さんが死亡した場合の公的年⾦の遺族給付について、ＦＰの榎⽥さんに相談を

した。仮に政彦さんが、２０２３年１０⽉に４６歳で在職中に死亡した場合に、政彦さんの死亡

時点において泰⼦さんが受け取ることができる公的年⾦の遺族給付の額として、正しいものはど

れか。なお、遺族給付の額の計算に当たっては、下記＜資料＞の⾦額を使⽤することとする。

＜資料＞

遺族厚⽣年⾦の額：６００，０００円

中⾼齢寡婦加算額：５８３，４００円

遺族基礎年⾦の額：７７７，８００円

遺族基礎年⾦の⼦の加算額（対象の⼦１⼈当たり）

 第１⼦・第２⼦：２２３，８００円

 第３⼦以降：７４，６００円

1．６００，０００円

2．１，１８３，４００円

3．１，６０１，６００円

4．１，８２５，４００円

〈ファイナンシャル・プランニング技能検定〉

政彦さんは、２０歳から⼤学卒業まで国⺠年⾦に加⼊し、⼤学卒業後の２２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する。

※

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。

※
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問３３

政彦さんの弟の哲也さんは、妻が育児休業中であることから、育児・介護休業法に基づく育児休

業等期間中の社会保険料の免除について、ＦＰの榎⽥さんに質問をした。育児休業等期間中の社

会保険料の免除に関する次の記述の空欄（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。なお、哲也さんの妻は会社員であり、全国健康保険協会

管掌健康保険（協会けんぽ）の被保険者および厚⽣年⾦保険の被保険者である。

 「育児・介護休業法による満（ ア ）未満の⼦を養育するための育児休業等期間に係る

健康保険・厚⽣年⾦保険の保険料は、被保険者から育児休業等取得の申出があった場合に、

その育児休業等をしている被保険者の勤務先の事業主が⽇本年⾦機構に申し出ることによ

り、（ イ ）免除されます。申出は、事業主が育児休業等取得者申出書を⽇本年⾦機構へ

提出することにより⾏います。

 なお、この免除期間は、被保険者の年⾦額を計算する際は、（ ウ ）として扱われま

す。」

問３４

政彦さんは、労働者災害補償保険（以下「労災保険」という）について、ＦＰの榎⽥さんに質問

をした。労災保険の概要に関する下表の空欄（ア）〜（エ）に関する次の記述のうち、最も適切

なものはどれか。

1．空欄（ア）にあてはまる語句は、「アルバイト・パートタイマー等は除かれる」である。

2．空欄（イ）にあてはまる語句は、「労働者は医療費の１割を負担する」である。

3．空欄（ウ）にあてはまる語句は、「その全額を事業主が負担する」である。

4．空欄（エ）にあてはまる語句は、「業種にかかわらず⼀律である」である。
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１．１歳 ２．２歳 ３．３歳 ４．被保険者の負担分のみが

５．被保険者・事業主の両⽅の負担分が ６．保険料の未納期間

７．保険料を納めた期間

〈語句群〉
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【第１０問】 下記の（問３５）〜（問４０）について解答しなさい。
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物品販売業（佐野商店）を営む⾃営業者の佐野俊彦さん（⻘⾊申告者）は、今後の⽣活のこと

や事業のことなどに関して、ＦＰで税理⼠でもある落合さんに相談をした。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．佐野家の親族関係図

Ⅲ．佐野家（俊彦さんと晴美さん）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］

住宅ローン：１，７００万円（債務者は俊彦さん。団体信⽤⽣命保険付き）

⾃動⾞ローン：１２０万円（債務者は俊彦さん）

事業⽤借⼊：４，４８０万円（債務者は俊彦さん）

［資料３：⽣命保険］（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。



問３５

ＦＰの落合さんは、まず現時点における佐野家（俊彦さんと晴美さん）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。
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問３６

下記＜資料＞は、俊彦さん（佐野商店）の２０２２年分の所得税の確定申告書に添付された損益

計算書である。＜資料＞の空欄（ア）に⼊る俊彦さん（佐野商店）の２０２２年分の事業所得の

⾦額の数値として、正しいものはどれか。

1．３，７８６，０００

2．４，８９３，０００

3．５，６００，０００

4．６，２５０，０００
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問３７

下記＜資料＞は俊彦さんおよび佐野商店のＭＴ銀⾏（⽇本国内に本店のある普通銀⾏）における

⾦融資産残⾼である。仮に２０２３年５⽉にＭＴ銀⾏が破綻した場合、俊彦さんがＭＴ銀⾏に保

有している＜資料＞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、俊彦さんおよび

佐野商店は、ＭＴ銀⾏からの借⼊れはない。

＜資料＞

［名義：佐野俊彦］

 普通預⾦：２５０万円（決済⽤預⾦ではない）

 定期預⾦：５５０万円

［名義：佐野商店代表佐野俊彦］

 当座預⾦：１５０万円

 定期預⾦：３００万円

1．８００万円

2．１，０００万円

3．１，１５０万円

4．１，２５０万円

問３８

俊彦さんは、⻑⼥の彩⾹さんがまだ⾼校⽣であり、かつ事業⽤の借⼊⾦も多いことから、現在加

⼊している⽣命保険で⼗分な保障を得られるのか⼼配している。そこで、⾃分が死亡したことに

より⽀払われる死亡保険⾦と預貯⾦等で負債を全額返済した場合に、預貯⾦等がいくら残るの

か、ＦＰの落合さんに試算してもらうことにした。この試算に関する落合さんの次の説明の空欄

（ア）に⼊る⾦額として、正しいものはどれか。

「現時点で俊彦さんが死亡した場合、俊彦さんの死亡により⽀払われる死亡保険⾦と、佐野

家（俊彦さんと晴美さん）が保有する預貯⾦等の合計額から、返済すべき負債の全額を差し

引いた⾦額は（ ア ）になります。」

1．２，９１０万円

2．４，６１０万円

3．４，７３０万円

4．４，９１０万円

2級実技（資産設計提案業務 2019.5）－32－



問３９

俊彦さんは、⽼齢年⾦を６５歳からは受給せず、⽀給繰下げの申出をしようと考えている。⽼齢

年⾦の⽀給の繰下げに関する次の（ア）〜（エ）の記述のうち、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) ⽼齢基礎年⾦と⽼齢厚⽣年⾦の⽀給の繰下げは、その両⽅について同時に申出をするほか、

どちらか⼀⽅のみの申出をすることもできる。

(イ) ⽼齢基礎年⾦の⽀給の繰下げの申出をしたときは、⽼齢基礎年⾦と併せて⽀給される付加年

⾦も⽼齢基礎年⾦と同様に増額される。

(ウ) ⽀給の繰下げを希望する場合は、６５歳に達し受給権を取得した後、速やかに⽼齢年⾦の請

求を⾏い、併せて６６歳以降の繰下げ受給開始⽉を申し出なければならない。

(エ) 昭和１６年４⽉２⽇以降⽣まれの者の場合、⽀給の繰下げによる年⾦額の増額率は最⼤で３

０％となる。
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問４０

晴美さんは、２０２３年２⽉中に病気による療養のため休業した⽇がある。ＦＰの落合さんが下

記＜資料＞に基づいて計算した、晴美さんに⽀給される健康保険の傷病⼿当⾦の額として、正し

いものはどれか。なお、晴美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

あり、記載以外の傷病⼿当⾦の受給要件はすべて満たしているものとする。

＜資料＞

［晴美さんのデータ］

標準報酬⽉額

２０２２年３⽉〜２０２２年８⽉ １７０，０００円

２０２２年９⽉〜２０２３年２⽉ １９０，０００円

上記の休業した⽇について、給与の⽀給はない。

上記以外に休業した⽇はない。

［傷病⼿当⾦の１⽇当たりの⽀給額］

⽀給開始⽇以前の継続した１２ヵ⽉間の各⽉の標準報酬⽉額の平均額÷３０⽇×２／３

上記の計算における端数処理は、⼩数点以下第１位を四捨五⼊すること。

1．１２，０００円

2．２０，０００円

3．２４，０００円

4．３２，０００円
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《模範解答》

問番号 解答

問1 (ア) ○ (イ) ○ (ウ) ○ (エ) ×

問2 ア

問3 (ア) 1 (イ) 4 (ウ) 9 (エ) 7

問4 1,126,060(円)

問5 4

問6 1.734(％)

問7 3

問8 3

問9 3

問10 (ア) ○ (イ) ○ (ウ) × (エ) ×

問11 (ア) 28(万円) (イ) 1,089(万円)

(ウ) 3,820(万円)

問12 (ア) × (イ) ○ (ウ) ○ (エ) ×

問13 3

問14 (ア) ○ (イ) × (ウ) ○ (エ) ○

問15 1

問16 (ア) 5 (イ) 2 (ウ) 10 (エ) 9

問17 (ア) × (イ) × (ウ) ○ (エ) ○

問18 (ア) 2／3 (イ) なし (ウ) 1／6

問19 3

問20 2

問番号 解答

問21 2

問22 202(万円)

問23 878(万円)

問24 1

問25 9,330,000(円)

問26 1,030,000(円)

問27 22,023,000(円)

問28 3

問29 3

問30 2

問31 (ア) 3 (イ) 1 (ウ) 5

問32 4

問33 (ア) 3 (イ) 5 (ウ) 7

問34 3

問35 3,710(万円)

問36 3

問37 3

問38 2

問39 (ア) ○ (イ) ○ (ウ) × (エ) ×

問40 1
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