
【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) 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、仮定の事例に基づく⼀般的な解説を⾏った。

(イ) ⽣命保険募集⼈・保険仲⽴⼈の登録をしていないＦＰが、⼀般的な⽣命保険商品の商品性の

概要を説明したうえで、ライフプラン設計を⾏い、顧客に提案した。

(ウ) 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、その特定企業の株式に関する具体的な投資時期等の判断や助⾔を⾏

った。

(エ) 社会保険労務⼠資格を有していないＦＰが、顧客が持参した「ねんきん定期便」を基に公的

年⾦の受給⾒込み額を計算した。

問２

次のうち、特定商取引法におけるクーリング・オフ制度の対象となる取引として、最も不適切な

ものはどれか。

1．電話勧誘販売により消費者が学習教材を購⼊した。

2．事業者が消費者の⾃宅を訪問し、消費者から宝飾品を買い取った。

3．連鎖販売取引により消費者が化粧品を購⼊した（化粧品は未開封）。

4．通信販売により消費者が書籍を購⼊した。
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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＞は、２０２２年１２⽉３１⽇時点の横川さん夫婦（翔⾺さんと恵⾥さん）のＹＸ銀

⾏（⽇本国内に本店のある普通銀⾏）における⾦融資産（時価）の⼀覧表である。この時点にお

いてＹＸ銀⾏が破綻した場合に、預⾦保険制度によって保護される⾦融資産の⾦額に関する次の

記述の空欄（ア）、（イ）にあてはまる数値を解答欄に記⼊しなさい。

翔⾺さんの⾦融資産のうち、預⾦保険制度によって保護される⾦額は（ ア ）万円であ

る。

恵⾥さんの⾦融資産のうち、預⾦保険制度によって保護される⾦額は（ イ ）万円であ

る。

2級実技（資産設計提案業務 2020.1）

翔⾺さんおよび恵⾥さんはともに、ＹＸ銀⾏からの借⼊れはない。※

普通預⾦は決済⽤預⾦ではない。※

預⾦の利息については考慮しないこととする。※
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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。

ＹＬ株式とＹＭ株式の株価をＰＢＲ（株価純資産倍率）で⽐較した場合、（ ア ）株式の

⽅が割安といえる。

ＹＬ株式とＹＭ株式の配当利回りを⽐較した場合、（ イ ）株式の⽅が⾼い。

1．（ア）ＹＬ （イ）ＹＬ

2．（ア）ＹＬ （イ）ＹＭ

3．（ア）ＹＭ （イ）ＹＬ

4．（ア）ＹＭ （イ）ＹＭ
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問５

平尾さんはＫＡ投資信託を新規募集時に１００万⼝購⼊し、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、平尾さんが保有するＫＡ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＞

［ＫＡ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 ３．３０％、購⼊⾦額１，０００万

円以上 ２．２０％ 

運⽤管理費⽤（信託報酬）（税込み）：純資産総額に対し年１．７６０％

［平尾さんが保有するＫＡ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：１２，０００円

収益分配⾦：２，５００円

収益分配後の基準価額：９，５００円

平尾さんが、ＫＡ投資信託を新規募集時に１００万⼝購⼊した際に、⽀払った購⼊時⼿数料

（税込み）は、（ ア ）である。

＜資料＞の収益分配時に、平尾さんに⽀払われた収益分配⾦のうち、普通分配⾦（１万⼝当

たり）は（ イ ）である。

1．（ア）３３，０００円 （イ）５００円

2．（ア）３３，０００円 （イ）２，０００円

3．（ア）２２，０００円 （イ）５００円

4．（ア）２２，０００円 （イ）２，０００円

2級実技（資産設計提案業務 2020.1）－4－



問６

下記＜資料＞の債券を取得⽇から７年後に売却した場合における所有期間利回り（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（解答⽤紙に記載されているマス⽬に数値を記⼊すること）。

＜資料＞

表⾯利率：年１．３％

額⾯：１００万円

購⼊価格：額⾯１００円につき１００．００円 

売却価格：額⾯１００円につき１０３．００円 

所有期間：７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

岡さんは、８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。

譲渡価額（合計）：５，２００万円

譲渡費⽤（合計）：２００万円

1．１，９３０万円

2．１，７４０万円

3．１，６６０万円

4．１，４８０万円
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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。※
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問８

⼤久保さんは、ＦＰの沼⽥さんに不動産取引に係る消費税について質問をした。下記の空欄

（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。 

「⼟地を買って⾃宅を建てようと考えています。消費税について教えてくださ

い。」

「個⼈が⼟地を購⼊して⾃宅を建築する場合、（ ア ）に対して消費税がかか

ります。」

「現在は賃貸アパートに住んでいますが、家賃に消費税はかかっていますか。」

「個⼈が居住⽤として借りているアパートの家賃には、原則として、消費税が（

イ ）。」

「住宅ローンの利⽤に当たって、消費税がかかるものはありますか。」

「例えば（ ウ ）に対して、消費税がかかります。」

1．（ア）建物の建築代⾦ （イ）かかりません （ウ）融資事務⼿数料

2．（ア）建物の建築代⾦ （イ）かかります （ウ）保証料

3．（ア）⼟地の購⼊代⾦ （イ）かかります （ウ）融資事務⼿数料

4．（ア）⼟地の購⼊代⾦ （イ）かかりません （ウ）保証料
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⼤久保さん：

沼⽥さん ：

⼤久保さん：

沼⽥さん ：

⼤久保さん：

沼⽥さん ：
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問９

下記＜資料＞は増⽥⼀郎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

書に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1．株式会社ＴＫ銀⾏からの借⼊れに係る抵当権の登記が記載されている欄（Ａ）は、権利部の⼄

区である。

2．増⽥⼀郎さんが債務の弁済を怠った場合、株式会社ＴＫ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。

3．この⼟地には株式会社ＴＫ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。

4．増⽥⼀郎さんが株式会社ＴＫ銀⾏への債務を完済した場合、当該抵当権の登記は⾃動的に抹消

される。
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問１０

建築基準法に従い、下記＜資料＞の甲⼟地に建物を建てる場合の建築⾯積の最⾼限度として、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とする。

＜資料＞

第⼀種住居地域

建蔽率 ６／１０

容積率 １５／１０

前⾯道路の幅員に対する法定乗数 ４／１０

1．７３．６㎡

2．１０５．６㎡

3．１１０．４㎡

4．１１５．２㎡
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甲⼟地・⼄⼟地が⾯する道路は建築基準法第４２条第２項に該当する道路で、甲⼟地・⼄⼟

地はともにセットバックを要する。また、道路中⼼線は現況道路の中⼼に位置するものとす

る。なお、特定⾏政庁が指定する幅員６ｍ指定区域ではない。

※
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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

杉野隆司さん（５４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、隆司さんはこれまでに＜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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隆司さんが現時点で、趣味のジョギング中にアキレス腱を断裂し、４⽇間⼊院し、約款所定

の⼿術（給付倍率１０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（ ア ）万円である。

隆司さんが現時点で、初めてガン（悪性新⽣物）と診断されて１４⽇間⼊院し、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。

隆司さんが現時点で、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。
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問１２

下記＜資料＞は、藤原さんが契約した⽣命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、責任開始⽇（期）に関する特約等

はない契約であり、保険料は⽉払いであるものとする。

＜資料＞

２０２２年１０⽉１０⽇募集⼈との⾯談により申込書類の記⼊と告知が完了

２０２２年１０⽉２１⽇保険会社の事務・医務査定が完了（保険会社の引受けの承諾）

２０２２年１０⽉２７⽇第１回保険料の払込み（代理店に直接払い込んでいる）

1．２０２２年１０⽉１０⽇

2．２０２２年１０⽉２１⽇

3．２０２２年１０⽉２７⽇

4．２０２２年１１⽉１⽇

問１３

⾃動⾞損害賠償責任保険（以下「⾃賠責保険」という）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) ⾃賠責保険は、原則としてすべての⾃動⾞に加⼊が義務付けられており、未加⼊で⾛⾏した

場合は法律で罰せられる。

(イ) 死亡による損害に対する保険⾦の⽀払限度額は、被害者１⼈につき４，０００万円である。

(ウ) 死亡に⾄るまでの傷害による損害に対する保険⾦の⽀払限度額は、被害者１⼈につき１２０

万円である。

(エ) ⾃賠責保険の保険料は、取り扱う損害保険会社や共済組合によって異なる。

2級実技（資産設計提案業務 2020.1）

この保険契約の保険証券に記載の契約⽇（保険期間の始期）は、２０２２年１１⽉１⽇であ

る。

※
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問１４

⾺場寛之さんが契約している⽕災保険および地震保険（下記＜資料＞参照）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、保険契約の内容は適正であり、かつ有効に継続しているものとする。また、＜資料＞に記載

のない特約等については考慮しないものとする。
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(ア) 再調達価額とは、同等のものを新たに建築または購⼊するのに必要な⾦額から年⽉経過や消

耗分を差し引いた⾦額のことである。

(イ) 住宅内に保管していた時価２５万円のダイヤモンドの指輪が盗難にあった場合、補償の対象

とならない。

(ウ) 契約の⽬的である建物（時価５００万円）が地震により⼤半損となった場合、地震保険から

２５５万円の保険⾦が⽀払われる。

(エ) ⾺場さんがベランダから誤って物を落とし、歩道を通⾏中の他⼈にケガを負わせた場合の損

害賠償責任について、補償の対象となる。
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【第５問】 下記の（問１５）〜（問１８）について解答しなさい。

問１５

姉尾正⼈さんが２０２２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。この

場合の姉尾さんの２０２２年分の所得税の計算における⽣命保険料控除の⾦額として、正しいも

のはどれか。なお、下記＜資料＞の保険について、これまでに契約内容の変更はないものとす

る。また、２０２２年分の⽣命保険料控除額が最も多くなるように計算すること。

1．３８，７５０円

2．３９，５００円

3．７３，２５０円

4．７８，２５０円
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問１６

会社員の落合さんの２０２２年分の所得等は下記＜資料＞のとおりである。落合さんの２０２２

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。なお、▲が付された所得の⾦額

は、その所得に損失が発⽣していることを意味するものとする。

1．６１０万円

2．６３０万円

3．６４０万円

4．６６０万円

問１７

会社員の鶴⾒さんは、妻と⼆⼈暮らしである。鶴⾒さんが２０２２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）〜（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、鶴⾒さんは、年末調整および住宅ローン控除の適⽤を受けるための要件をすべて

満たしているものとする。

(ア) 鶴⾒さんが所得税の住宅ローン控除の適⽤を受ける場合、２０２２年分は確定申告をする必

要があるが、２０２３年分以降は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) ２０２２年分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、翌年分の所得税

から控除を受けることができる。

(ウ) 鶴⾒さんが転勤により単⾝赴任をする場合、所定の要件を満たしていれば住宅ローン控除の

適⽤を受けることができる。

(エ) 住宅ローン控除を受け始めてから５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でも、繰上げ返済後に住宅

ローン控除の適⽤を受けることができる。

2級実技（資産設計提案業務 2020.1）－16－



問１８

会社員の⻑岡さんは、妻と⼦ども２⼈の４⼈家族である。２０２２年中における⻑岡さんの合計

所得⾦額が９３０万円、妻の合計所得⾦額が１００万円である場合、⻑岡さんの２０２２年分の

配偶者控除または配偶者特別控除の⾦額として、正しいものはどれか。なお、⻑岡さんの妻は、

⻑岡さんと⽣計を⼀にしており、⽼⼈控除対象配偶者には該当しない。また、⻑岡さんと妻は内

縁関係ではない。

1．配偶者控除 ２６万円 配偶者特別控除 ０円

2．配偶者控除 ０円 配偶者特別控除 ２４万円

3．配偶者控除 ０円 配偶者特別控除 ２１万円

4．配偶者控除 ０円 配偶者特別控除 ０円

〈ファイナンシャル・プランニング技能検定〉 －17－



【第６問】 下記の（問１９）〜（問２２）について解答しなさい。

問１９

松尾さんは、相続開始後の⼿続き等について、ＦＰで税理⼠でもある⼤地さんに質問をした。下

記の空欄（ア）〜（エ）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、同じ語句を何度選んでもよいこととする。

「相続開始後の⼿続きについて教えてください。相続税の申告と納税はいつまでに

⾏う必要がありますか。」

「相続税の申告と納税は、相続の開始があったことを知った⽇の翌⽇から（ ア

）以内に⾏うことになっています。」

「相続の放棄をするときは、どのような⼿続きをするのですか。」

「相続放棄をする場合、相続の開始があったことを知った時から原則として（

イ ）以内に、（ ウ ）にその旨の申述を⾏います。」

「準確定申告についても教えてください。」

「納税者に相続が発⽣した場合、相続⼈は、被相続⼈の所得税の確定申告をして、

所得税を納付する必要があります。準確定申告の期限は、相続の開始があったこと

を知った⽇の翌⽇から（ エ ）以内です。」

2級実技（資産設計提案業務 2020.1）

松尾さん：

⼤地さん：

松尾さん：

⼤地さん：

松尾さん：

⼤地さん：

１．１ヵ⽉ ２．３ヵ⽉ ３．４ヵ⽉ ４．６ヵ⽉ ５．１０ヵ⽉ ６．８ヵ⽉

７．１年 ８．家庭裁判所 ９．簡易裁判所 １０．地⽅裁判所

〈語句群〉
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問２０

志⽥孝⼀さん（３７歳）は、⽗（６８歳）と叔⽗（６５歳）から下記＜資料＞の贈与を受けた。

孝⼀さんの２０２２年分の贈与税額を計算しなさい。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。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＞

［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：１，８００万円

叔⽗から贈与を受けた⾦銭の額：７００万円

〈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。※

－19－



問２１

関根さんは、⾃宅の取得に当たり、ＦＰで税理⼠でもある浅⽥さんに「直系尊属から住宅取得等

資⾦の贈与を受けた場合の贈与税の⾮課税」について質問をした。下記の空欄（ア）〜（エ）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。 

「２０２２年８⽉に売買契約をした新築マンションの購⼊資⾦として、⽗から２０

２３年４⽉に資⾦援助を受けたいと考えています。『直系尊属から住宅取得等資⾦

の贈与を受けた場合の贈与税の⾮課税』について教えてください。なお、マンショ

ンの引渡時期は２０２３年５⽉であり、引渡し後すぐに住み始める予定です。」

「⾮課税の適⽤を受けるためには、いくつかの要件があります。例えば、贈与を受

ける年の受贈者の合計所得⾦額が１，０００万円以下である場合、取得したマンシ

ョンの専有部分の床⾯積が、（ ア ）以上２４０㎡以下であることなどです。」

「私が購⼊した新築マンションは、省エネ等住宅に該当すると営業担当者から⾔わ

れていますが、住宅取得等資⾦の⾮課税限度額はいくらになりますか。」

「２０２３年１⽉１⽇から２０２４年１２⽉３１⽇の期間に贈与を受けて省エネ等

住宅を取得していることから、⾮課税限度額は（ イ ）となります。」

「この制度の適⽤を受ける場合、その年に１１０万円の基礎控除を受けることはで

きますか。」

「同じ年に、暦年課税における１１０万円の基礎控除を（ ウ ）。」

「この制度の適⽤を受けたい場合、ほかに気を付けることはありますか。」

「贈与を受けた年の（ エ ）までに贈与税の申告書を提出することが要件となり

ます。」

2級実技（資産設計提案業務 2020.1）

関根さん：

浅⽥さん：

関根さん：

浅⽥さん：

関根さん：

浅⽥さん：

関根さん：

浅⽥さん：

１．４０㎡ ２．５０㎡ ３．１，０００万円 ４．１，５００万円

５．受けることができます ６．受けることはできません ７．１２⽉３１⽇

８．翌年３⽉１５⽇

〈語句群〉
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問２２

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の計算式として、正し

いものはどれか。

＜資料＞

1．３００，０００円×１．００×３００㎡

2．３００，０００円×１．００×３００㎡×７０％

3．３００，０００円×１．００×３００㎡×（１－７０％）

4．３００，０００円×１．００×３００㎡×（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 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マンションが建っており、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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【第７問】 下記の（問２３）〜（問２５）について解答しなさい。

問２３

⼩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。

2級実技（資産設計提案業務 2020.1）－22－

＜⼩⽥家の家族データ＞

＜⼩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２４

⼩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２５

⿓太さんは、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の東さんに質問をした。⿓太さん

が住宅ローンを２０８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

繰上げ返済により軽減される返済期間を解答欄に記⼊しなさい。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（解答⽤紙に記載されているマス⽬に数値を記⼊すること）。

〈ファイナンシャル・プランニング技能検定〉 －23－



【第８問】 下記の（問２６）〜（問２８）について解答しなさい。

2級実技（資産設計提案業務 2020.1）－24－

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２６

井上さんは、将来の有料⽼⼈ホームへの⼊居に備え、新たに積⽴てを開始する予定である。毎年

年末に１００万円を積み⽴てるものとし、１０年間、年利１．０％で複利運⽤しながら積み⽴て

た場合、１０年後の合計額はいくらになるか。

問２７

永井さんは、相続により受け取った２，５００万円を運⽤しようと考えている。これを５年間、

年利１．０％で複利運⽤した場合、５年後の合計額はいくらになるか。

問２８

⾹川さんは、退職⾦として受け取った１，５００万円を⽼後の⽣活資⾦の⼀部として使⽤するつ

もりである。これを１５年間、年利１．０％で複利運⽤しながら毎年１回、年末に均等に取り崩

すこととした場合、毎年年末に取り崩すことができる最⼤⾦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〉 －25－



【第９問】 下記の（問２９）〜（問３４）について解答しなさい。

2級実技（資産設計提案業務 2020.1）－26－

有⾺進太郎さんは、⺠間企業に勤務する会社員である。進太郎さんと妻の江⾥⼦さんは、今後

の資産形成などについて、ＦＰで税理⼠でもある⻑⾕川さんに相談をした。なお、下記のデー

タはいずれも２０２３年１⽉１⽇現在のものである。

［家族構成］

［収⼊⾦額（２０２２年）］ 

進太郎さん：給与収⼊６００万円（⼿取り額）。給与収⼊以外の収⼊はない。 

江⾥⼦さん：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）］

進太郎さん名義 

銀⾏預⾦（普通預⾦）：２００万円 

銀⾏預⾦（定期預⾦）：１００万円

江⾥⼦さん名義 

銀⾏預⾦（普通預⾦）：１００万円

［住宅ローン］ 

契約者：進太郎さん 

借⼊先：ＲＡ銀⾏

借⼊時期：２０１３年１２⽉（居住開始時期：２０１３年１２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：固定⾦利型（年３．０％） 

返済期間：３０年間 

［保険］

保険⾦額２，５００万円（リビングニーズ特約付き）。保険契約者（保険料負

担者）および被保険者は進太郎さんであり、保険⾦受取⼈は江⾥⼦さんであ

る。保険期間３０年。

保険⾦額１，５００万円。保険の⽬的は建物、保険契約者は進太郎さんであ

る。

《設 例》

・定期保険Ａ：

・⽕災保険Ｂ：



問２９

進太郎さんは下記＜資料＞のＲＡ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⽶ドル

預⼊期間 ３ヵ⽉

預⾦⾦利⾦利 ４．０％（年率）

為替レート（１⽶ドル）

1．１，０９３，９２０円

2．１，０７８，５６０円

3．１，０７０，６００円

4．１，０６８，４８０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単位で計算すること。(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、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３０

進太郎さんは、正樹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の⻑⾕川さ

んに質問をした。⻑⾕川さんが⽇本学⽣⽀援機構の貸与型奨学⾦（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）主に学⽣・⽣徒の保護者 

（イ）いつでも可能 

（ウ）借⼊⽇の翌⽉または翌々⽉の返済希望⽇

2．（ア）学⽣・⽣徒本⼈ 

（イ）決められた募集期間内 

（ウ）借⼊⽇の翌⽉または翌々⽉の返済希望⽇

3．（ア）主に学⽣・⽣徒の保護者 

（イ）決められた募集期間内 

（ウ）卒業後

4．（ア）学⽣・⽣徒本⼈ 

（イ）いつでも可能 

（ウ）卒業後

問３１

進太郎さんが契約している定期保険Ａに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1．進太郎さんが⽀払う定期保険Ａの保険料は、⼀般の⽣命保険料控除の対象となる。

2．進太郎さんが中途解約した際に受け取る解約返戻⾦は、所得税の課税対象となる。

3．進太郎さんが余命６ヵ⽉以内と診断されて受け取るリビングニーズ特約保険⾦は、所得税の課

税対象となる。

4．進太郎さんが死亡し江⾥⼦さんが受け取る死亡保険⾦は、相続税の課税対象となる。

2級実技（資産設計提案業務 2020.1）－28－



問３２

進太郎さんは、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ｉＤｅＣ

ｏ（個⼈型確定拠出年⾦）についてＦＰの⻑⾕川さんに質問をした。⻑⾕川さんがつみたてＮＩ

ＳＡとｉＤｅＣｏの概要を説明する際に使⽤した下表の空欄（ア）〜（エ）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。

〈ファイナンシャル・プランニング技能検定〉

１．２０ ２．３０ ３．４０ ４．５０ ５．６０ ６．６５ ７．７０

８．８０ ９．⽣命保険料 １０．社会保険料 １１．⼩規模企業共済等掛⾦

〈語句群〉
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問３３

進太郎さんは、健康保険料について確認したいと思い、ＦＰの⻑⾕川さんに質問をした。進太郎

さんの健康保険料等に関する次の（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。なお、進太郎さんは全国健康保険協会管掌健康保険（以下

「協会けんぽ」という）の被保険者である。また、健康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＞

［進太郎さんに関するデータ］

給与：毎⽉５５０，０００円（標準報酬⽉額５６０，０００円） 

賞与：１回につき８５０，０００円（標準賞与額８５０，０００円） 

※賞与は年２回⽀給される。

［健康保険の保険料率］ 

介護保険第２号被保険者に該当しない場合：１０．００％（労使合計）

介護保険第２号被保険者に該当する場合：１１．７３％（労使合計）

(ア) 毎⽉の給与に係る健康保険料のうち、進太郎さんの負担分は２８，０００円である。

(イ) 賞与に係る健康保険料については、全額会社が負担する。

(ウ) 進太郎さんが負担した健康保険料は、全額が社会保険料控除の対象となる。

(エ) 協会けんぽの⼀般保険料率は、都道府県単位で設定される。
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問３４

江⾥⼦さんの⺟親の信⼦さんは、２０２３年２⽉に６５歳となる。信⼦さんの国⺠年⾦の保険料

納付状況が下記のとおりである場合、信⼦さんに６５歳から⽀給される⽼齢基礎年⾦の額とし

て、正しいものはどれか。なお、計算に当たっては、下記＜⽼齢基礎年⾦の計算式＞を使⽤し、

振替加算は考慮しないものとする。また、年⾦額の計算過程および⽼齢基礎年⾦の年⾦額につい

ては、円未満を四捨五⼊するものとする。

1．６６１，１３０円

2．６７０，８５３円

3．６８７，０５７円

4．７１９，４６５円

〈ファイナンシャル・プランニング技能検定〉 －31－



【第１０問】 下記の（問３５）〜（問４０）について解答しなさい。
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国内の上場企業であるＱＡ社に勤務している飯⽥貴博さんは、ＱＡ社の早期退職制度を利⽤し

て２０２３年４⽉に退職する予定である。そこで、今後の⽣活のことなどに関して、ＦＰで税

理⼠でもある安藤さんに相談をした。なお、下記のデータは２０２３年１⽉１⽇現在のもので

ある。 

Ⅰ．家族構成（同居家族）

Ⅱ．飯⽥家の親族関係図

Ⅲ．飯⽥家（貴博さんと友⾥さん）の財産の状況

［資料１：保有資産（時価）］

［資料２：負債残⾼］

住宅ローン：５３０万円（債務者は貴博さん。団体信⽤⽣命保険付き）

住宅ローン：４２０万円（債務者は友⾥さん。団体信⽤⽣命保険付き）

⾃動⾞ローン：６０万円（債務者は友⾥さん） 

［資料３：⽣命保険］

《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の安藤さんは、まず現時点における飯⽥家（貴博さんと友⾥さん）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

貴博さんが２０２３年１⽉１⽇に死亡した場合の相続税の総額として、正しいものはどれか。な

お、相続税の課税対象となる財産の課税価格は、下記＜資料＞のとおりであるものとし、計算に

当たっては、下記＜計算過程＞に従って計算すること。また、相続を放棄した者はいないものと

する。

＜資料＞

死亡保険⾦：設例［資料３］に基づき計算 

死亡保険⾦以外の財産：９，０００万円

※「⼩規模宅地等に係る相続税の課税価格の計算の特例」については考慮しないこと。

＜計算過程＞

1．１，０４０万円

2．１，０７０万円

3．１，２４０万円

4．１，３２０万円
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相続税の課税価格の合計額を計算1

相続税の課税価格の合計額から基礎控除を差し引き、課税遺産総額を算出2

課税遺産総額を各法定相続⼈が法定相続分に応じて取得したものとして、それぞれの取得⾦額

を計算

3

それぞれの取得⾦額に対して相続税の速算表を適⽤4

上記④で算出された税額を合計し、相続税の総額を算出5
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問３７

貴博さんは、⾃分が死亡した場合に備えて、⾃宅（⼟地・建物）を友⾥さんに⽣前贈与すること

を検討している。仮に現時点で貴博さんが保有する⾃宅（⼟地・建物）の持分すべてを、贈与税

の配偶者控除を活⽤して友⾥さんに⽣前贈与した場合、友⾥さんが納付すべき贈与税額として、

正しいものはどれか。なお、友⾥さんは贈与税の配偶者控除の適⽤を受けるための要件をすべて

満たしており、２０２３年においてこれ以外に贈与により取得する財産はないものとする。

＜⾃宅の相続税評価額（貴博さんの持分）＞

⼟地：２，０００万円

建物：５００万円

1．なし（贈与税は発⽣しない）

2．４８５，０００円

3．５３０，０００円

4．８５０，０００円
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問３８

友⾥さんは、貴博さんが万⼀死亡した場合の公的年⾦の遺族給付について、ＦＰの安藤さんに質

問をした。仮に貴博さんが２０２６年４⽉に５８歳で死亡した場合、友⾥さんが受給できる遺族

給付に関する次の（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、貴博さんは、⼤学卒業後２２歳で就職してから２０２３年４⽉に退

職するまで継続して厚⽣年⾦の被保険者であり、その後死亡するまでは国⺠年⾦の第１号被保険

者として保険料を納付していたものとする。また、貴博さんと友⾥さんに⼦どもはおらず、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。

(ア) 貴博さんの死亡時点において、友⾥さんは遺族基礎年⾦と遺族厚⽣年⾦（中⾼齢寡婦加算額

を含む）を受け取ることができる。

(イ) 貴博さんが死亡したことにより、友⾥さんが６５歳に達するまで受給できる遺族厚⽣年⾦の

額（中⾼齢寡婦加算額を除く）は、貴博さんの厚⽣年⾦被保険者期間に基づく⽼齢厚⽣年⾦

の報酬⽐例部分の年⾦額の４分の３に相当する額となる。

(ウ) 友⾥さんに遺族給付の受給権が発⽣し、その後、⽼齢給付の受給権が発⽣した場合、友⾥さ

んは６５歳前においては遺族給付と⽼齢給付の両⽅を同時に受給することはできない。

(エ) 友⾥さんに遺族厚⽣年⾦の受給権が発⽣し、その後、⽼齢基礎年⾦と⽼齢厚⽣年⾦の受給権

が発⽣した場合、友⾥さんは６５歳以後において遺族厚⽣年⾦の全額を受け取ることができ

る。

問３９

ＷＡ社に正社員として勤務している友⾥さんは、現在加⼊している雇⽤保険について、ＦＰの安

藤さんに質問をした。安藤さんが⾏った雇⽤保険の加⼊や給付に関する次の説明の空欄（ア）〜

（エ）にあてはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。 

「正社員として勤務している者は、雇⽤保険において（ ア ）未満の者は⼀般被保険者とさ

れ、（ ア ）以上の者は⾼年齢被保険者とされます。 

⼀般被保険者と⾼年齢被保険者は求職者給付の内容が異なり、⼀般被保険者には基本⼿当が⽀

給されます。その⽀給⽇数は、退職理由や雇⽤保険の加⼊期間などに応じ、原則として９０⽇

から３３０⽇です。ただし、７⽇間の待期期間に加え、⾃⼰都合退職の場合は、原則（ イ

）の給付制限期間が設けられています。

⼀⽅、⾼年齢被保険者の場合は、基本⼿当の３０⽇分または５０⽇分に相当する⾼年齢（

ウ ）給付⾦が⼀時⾦で⽀給されます。⾼年齢（ ウ ）給付⾦は、（ エ ）受給するこ

とができます。」

1．（ア）６０歳 （イ）２ヵ⽉ （ウ）再就職 （エ）⽣涯１回に限り

2．（ア）６０歳 （イ）３ヵ⽉ （ウ）求職者 （エ）⽣涯１回に限り

3．（ア）６５歳 （イ）２ヵ⽉ （ウ）求職者 （エ）⽀給要件を満たすたびに

4．（ア）６５歳 （イ）３ヵ⽉ （ウ）再就職 （エ）⽀給要件を満たすたびに
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問４０

貴博さんは、将来を⾒据え後期⾼齢者医療制度について理解を深めたいと思い、ＦＰの安藤さん

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）〜（エ）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．健康保険協会 ２．後期⾼齢者医療広域連合 ３．国⺠健康保険団体連合会

４．６５歳 ５．７０歳 ６．７５歳 ７．１割 ８．２割 ９．３割

１０．被保険者 １１．夫婦 １２．世帯

〈語句群〉
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《模範解答》

問番号 解答

問1 (ア) ○ (イ) ○ (ウ) × (エ) ○

問2 4

問3 (ア) 1,000(万円) (イ) 235(万円)

問4 1

問5 2

問6 1.728(％)

問7 2

問8 1

問9 4

問10 3

問11 (ア) 5(万円) (イ) 364(万円) 

(ウ) 1,860(万円)

問12 3

問13 (ア) ○ (イ) × (ウ) ○ (エ) ×

問14 (ア) × (イ) × (ウ) ○ (エ) ○

問15 4

問16 4

問17 (ア) ○ (イ) × (ウ) ○ (エ) ×

問18 2

問19 (ア) 5 (イ) 2 (ウ) 8 (エ) 3

問20 1,720,000(円)

問番号 解答

問21 (ア) 1 (イ) 3 (ウ) 5 (エ) 8

問22 4

問23 311(万円)

問24 848(万円)

問25 14(カ⽉)

問26 10,462,000(円)

問27 26,275,000(円)

問28 1,080,000(円)

問29 4

問30 2

問31 3

問32 (ア) 1 (イ) 3 (ウ) 5 (エ) 11

問33 (ア) × (イ) × (ウ) ○ (エ) ○

問34 3

問35 14,690(万円)

問36 2

問37 3

問38 (ア) × (イ) ○ (ウ) ○ (エ) ×

問39 3

問40 (ア) 2 (イ) 6 (ウ) 7 (エ) 10
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