
平成 29年９月 ２級ＦＰ技能検定／実技試験＜個人資産相談業務＞ 

解答と解説 

 

第１問 

問１ 

 
 ① ② ③ 

記号 ヘ チ イ 
 

問２ 
   

①1,021,579（円） ②658（円） ③される  

問３ 
   

①2,208（万円） ②159（万円） 

第２問 

問４ 

 
 ① ② ③ 

記号 ハ ホ チ 
 

問５ 

     
 ① ② ③ 

○×判定 × ○ × 
 

問６ 
 
①1,020,000（円） ②10,000（円） ③1,531（円） ④2,031（円） 

第３問 

問７ 

 
 ① ② ③ ④ 

記号 イ ニ ヘ リ 
 

問８ 
 
  ①70（万円） ②38（年） ③570（万円） 

問９ 

   
 ① ② ③ 

○×判定 ○ × ○ 
 

第４問 

問 10 

 
 ① ② ③ 

○×判定 ○ ○ × 
 

問 11 

 
 ① ② ③ 

○×判定 × × ○ 
 

問12 
     

①4,500,000（円）②11,500,000（円）③74,000,000（円）④15,033,100（円） 
第５問 

問 13 

 
 ① ② ③ 

記号 ロ チ リ 
 

問 14 

   
 ① ② ③ 

○×判定 ○ × × 
 

問 15 
   

①6,600（万円）  ②560（万円） ③235（万円） ④6,530（万円） 

（注）各問題の配点は、公表されていない。 



【第1問】  

《問１》 正解  ①ヘ ②チ ③イ 難易度 Ｂ 

＊ Ａさんが、Ｘ社を退職後、退職時の健康保険に任意継続被保険者として加入する場合

は、原則として、退職日の翌日から「20日」以内に任意継続被保険者の資格取得手続

を行う必要がある。任意継続被保険者として健康保険に加入できる期間は、最長で「2

年間」であり、この期間の保険料は全額自己負担となる。保険料は、退職時の標準報

酬月額×保険料率（40歳～64歳の介護保険第2号被保険者は介護保険料率1.65％も加算）

で算出されるが、退職時の標準報酬月額が28万円を超えていた場合は、標準報酬月額

は28万円である（平成29年度）。 

＊ 妻ＢさんをＡさんが任意継続被保険者として加入する健康保険の被扶養者とする場合、

妻Ｂさん自身の保険料負担はないが、その手続を任意継続被保険者の資格取得手続の

際に行う必要がある。一方、妻Ｂさんは、これまで第3号被保険者として保険料の負担

はなかったが、Ａさんの退職に伴い、国民年金の「第1号被保険者」への種別変更手続

を行い、60歳に達するまでの間、国民年金の保険料を納付することになる。 

 

《問２》 正解  ①1,021,579（円） ②658（円） ③される  難易度 Ｂ 

老齢厚生年金は、基本的に報酬比例部分の年金額であるが、経過的加算が加算されるケ

ースがあり、また一定の要件を満たせば配偶者加給年金額が加算される。 

ⅰ）報酬比例部分の額（円未満四捨五入） 

老齢厚生年金の報酬比例部分の額は、平成 15 年 4 月より総報酬制が導入されたことによ

り、次のようにして計算する。 

報酬比例部分の額＝①＋② 

①平成 15 年 3 月以前の期間分 

平均標準報酬月額（注 1）×7.125／1,000×平成 15 年 3 月以前の被保険者期間の月

数（注 2） 

②平成 15 年 4 月以後の期間分 

平均標準報酬額（注 3）×5.481／1,000×平成 15 年 4 月以後の被保険者期間の月数

（注 4） 

（注 1）Ａさんの場合、設例より 300,000 円。 

（注 2）Ａさんの場合、設例より 276 月。 

（注 3）平均標準報酬額とは、平成 15 年 4 月以後の再評価された後の標準報酬月額と

標準賞与額の総額を平成 15年 4月以後の被保険者期間の月数で割って算出し

たもの。Ａさんの場合、設例より 450,000 円。 

（注 4）Ａさんの場合、設例より 175 月。 

Ａさんの報酬比例部分の額は、次のようになる。 

        7.125             5.481 
300,000円× ―――― ×276月＋450,000円× ――――×175月＝1,021,579円（①） 

                  1,000                          1,000 

    

ⅱ）経過的加算（円未満四捨五入） 

昭和 24 年 4 月 1 日以前生まれの男性（女性は昭和 29 年 4 月 1 日以前生まれ）の場合、

65 歳前に受給する特別支給の老齢厚生年金は、定額部分と報酬比例部分を合算した年金で



あった。65 歳以降は、それまでの定額部分が老齢基礎年金に、報酬比例部分が老齢厚生年

金に相当する。しかし、老齢基礎年金の額より定額部分の額のほうが大きくなるため、65

歳以降の老齢厚生年金には定額部分から老齢基礎年金を引いた額が加算される。これを経

過的加算といい、65 歳以降も 60 歳からの年金額の水準を保障するしくみとなっていた。 

昭和 24 年 4 月 2 日以後生まれの男性（女性は 29 年 4 月 2 日以後生まれ）の場合、定額

部分の支給はなくなっているが、経過的加算には 20 歳未満、60 歳以後の厚生年金保険の被

保険者期間も反映されるので、20 歳未満の被保険者期間がある人や 60 歳以後も働いて被保

険者期間がある場合には、相応の金額が加算されることもある。 

経過的加算の計算は複雑だが、設問の＜資料＞に計算式が掲載されている。なお、この

計算式の中の「被保険者期間の月数」は 480 月が上限である（過去問では、この点が問わ

れる問題もあったので、覚えておきたい）。Ａさんの場合は、276 月＋175 月＝451 月とな

る。また、計算式後半の分子が「･･･20 歳以上 60 歳未満の厚生年金保険の被保険者期間の

月数」であることにも（過去問では、この点が問われる問題もあったので）留意しておき

たい。Ａさんの場合、451 月である。したがって、経過的加算は次のようになる。 

                  451 月 
1,625 円×451 月 － 779,300 円× ――――― ＝658 円（②） 

480 月 
 
ⅲ）加給年金額 

 厚生年金保険の被保険者期間が 20 年（240 月）以上ある人などが、定額部分や老齢基礎

年金の支給開始年齢に達した時点（昭和 24 年 4 月 2 日以降生まれの男性は 65 歳）で、そ

の人に生計を維持されている 65 歳未満の配偶者（注）がいる場合、老齢厚生年金に加給年

金額が加算される。Ａさんの場合、この要件を満たすので、加給年金額（389,800 円）が加

算「される」（③）。 

（注）配偶者が老齢厚生年金（原則、被保険者期間が 20 年以上の場合に限る）や障害年金

を受けられる間は、配偶者加給年金額は支給停止される。 

 

＊老齢厚生年金の年金額（平成 29 年度価額） 

1,021,579 円＋658 円＋389,800 円＝1,412,037 円 

 

《問３》 正解 ①2,208（万円） ②159（万円）   難易度 Ａ 

教育資金や老後資金、住宅ローンの返済などのライフイベントについて資金計画を立て

る際、積立目標額や元利合計額、年金額やローン返済額などを計算することは重要である。 

 これらの金額を複利計算で行う場合、計算は複雑になるが、各種係数を利用すると簡単

に計算することができる。 

各種係数 どんなときに使うか？ 

終価係数 手持ちの資金を複利運用すると将来いくらになるかを求める場合に使用 

現価係数 複利運用して目標額をするためには、今いくらの元金が必要かを求める場

合に使用 

減債基金係数 将来の貯蓄目標額を達成するには、毎年いくらずつ積み立てればよいかを

求める場合に使用 

資本回収係数 手持ちの資金を複利運用しながら年金として受け取れる金額やローン（元

利均等返済）の年間返済額を求める場合に使用 



年金終価係数 毎年一定額を積み立てると、将来いくらの元利合計になるかを求める場合

に使用 

年金現価係数 希望する年金額を受け取るためには、今いくら元金があればよいかを求め

る場合に使用 

 

１．元金 2,000 万円を，年利 2％で 5 年間複利運用する場合の 5 年後の元利合計金額（終価

係数を使用する） 

2,000 万円×1.1041（年利 2％、期間 5 年の終価係数）＝2,208.2 万円→2,208 万円（①） 

２．上記 1.で求めた金額に資金をを，年利 1％で複利運用しながら，15 年間にわたって毎

年一定額を取り崩す場合の毎年の取崩し金額（資本回収係数を使用する） 

 2,208 万円×0.0721（利率 1％・期間 15 年の資本回収係数）＝159.1968 万円→159 万

円（②） 

 

【第 2 問】 

《問４》 正解 ①ハ ②ホ ③チ  難易度 Ａ 

NISA についての基本的な理解を問う問題である。空欄に正しい語句・数値を入れると次

のようになる。 

「NISA は、上場株式や公募株式投資信託などの配当等や譲渡益等が非課税となる税制優遇

制度です。NISA 口座で購入した上場株式や公募株式投資信託などは、いつでも換金できま

すが、譲渡益を非課税とするためには、原則として、購入した年の１月１日から起算して

（ ① ＝5 年＝ハ）以内に換金する必要があります。また、A さんは、平成 35 年（＝2023

年）まで年間（ ②＝120＝ホ ）万円を上限に新規投資することができます。なお、NISA

口座に受け入れた上場株式や公募株式投資信託などに譲渡損失が生じた場合、その損失の

金額は、特定口座等の他の口座で生じた上場株式等に係る譲渡益の金額と損益の通算をす

ることが（ ③＝できません＝チ ）」 

 

《問 5》 正解 ①× ②○ ③×  難易度 Ｂ 

①不適切。元本払戻金（特別分配金）は、文字どおり、投資家の元本の一部が払い戻され

たものであり、投資家にとって利益ではないので、必ず非課税扱いになる。 

②適切。投資信託のシャープレシオの計算式は次のとおり。 

シャープレシオ＝
）（投資信託の標準偏差

利子率）率）－（無リスク資産（投資信託の平均収益
 

計算式の分子は安全な資産（無リスク資産）で運用した場合に比べた投資信託の超過

リターンを示し、分母はリスクの大きさを示している。数値が大きいほうが、とったリ

スクに比べてリターンが優れていたことになり、効率よく運用されていたと評価される。 

X 投資信託のシャープレシオ＝
％

％％－

5.1

1.08.1
＝1.13… 

Y 投資信託のシャープレシオ＝
％

％％－

5.25

1.08.12
＝0.49… 

X 投資信託のシャープレシオの方が Y 投資信託より大きいため、X 投資信託の方が効率

よく運用されていたと評価され、過去のパフォーマンスは優れていたといえる。 



③不適切。Y 投資信託は「為替ヘッジなし」の投資信託であるため、円安になれば為替差益

が得られ基準価額の上昇要因となり、円高になれば為替差損を被るので基準価額の下落

要因となる。Y 投資信託の投資対象国通貨に対し、日本円の相対的な価値が下落するとい

うことは、円安になるということなので、基準価額の値下がり要因ではなく、値上がり

要因となる。 

 

《問６》 正解 ①1,020,000（円） ②10,000（円） ③1,531（円） ④2,031（円） 

 難易度 Ｂ 

投資信託の譲渡損益は、「譲渡による収入金額－取得費」により求められる。取得費は、買

付時の購入時手数料を加えたものになるが、X 投資信託の購入時手数料は「なし」なので、

本問では考慮する必要はない。A さんの X 投資信託の個別元本は 1 万口につき 10,100 円な

ので、1 万口につき 10,100 円で 100 万口購入した X 投資信託を、1 万口につき 10,200 円

の基準価額ですべて換金したことになる。この譲渡所得に対して、所得税および復興特別

所得税 15.315％、住民税 5％の計 20.315％の申告分離課税の扱いになる。 

＜計算の手順＞ 

１．換金代金（譲渡収入金額） 

  １万口当たり 10,200 円（１口当たり 1.02 円）の基準価額で 100 万口換金したので、

譲渡収入金額は次のとおり。 

   10,200 円÷10,000 口×1,000,000 口＝1,020,000 円（＝①） 

２．譲渡所得の金額 

  譲渡収入金額から、取得費を控除する。取得費は、１万口につき 10,100 円（１口当た

り 1.01 円）の基準価額で 100 万口購入したので、譲渡所得の金額は次のとおり。 

   1,020,000 円－（10,100 円÷10,000 口×1,000,000 口）＝10,000 円（＝②） 

３．所得税および復興特別所得税の合計額（円未満切捨て） 

  譲渡所得 10,000 円に対して 15.315％の税率なので、次のとおり。 

   10,000 円×15.315％＝1,531 円（＝③） 

４．住民税額（円未満切捨て） 

  譲渡所得 10,000 円に対して 5％の税率なので、次のとおり。 

   10,000 円×5％＝500 円 

５．所得税、復興特別所得税および住民税の合計額 

   1,531 円＋500 円＝2,031 円（＝④） 

 

【第 3 問】 

《問 7》 正解 ①イ ②ニ ③ヘ ④リ  難易度 Ｂ 

ⅰ）退職金を一時金で受け取る場合は、退職所得として「分離」課税の対象となる。退職

金の支給を受ける際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出すると、この申告書

に基づいた正規の所得税および復興特別所得税が「源泉徴収」されるため、原則とし

て、その退職所得について所得税および復興特別所得税の確定申告をする必要はない。 

ⅱ）Ａさんが、平成29年分の所得税の確定申告をした場合、給与所得136万円と不動産所得

の損失70万円を損益通算できるので（注）、損益通算後の総所得金額は、「66」万円と

なる。Ａさんの所得控除の合計額は210万円なので、所得控除額の全額を控除しきれな



い。この控除しきれない、210万円－66万円＝「144」万円は、退職所得の金額から控

除することが可能であり、納め過ぎとなった税額の還付が受けられる。 

（注）損益通算する場合には順序があり、まず最初に経常所得グループ（利子所得、配

当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、雑所得）内で通算する。 

 

《問８》 正解 ①70（万円） ②38（年） ③570（万円）  難易度Ａ 

退職所得の金額は、原則として次のように計算する。 

（退職収入金額－退職所得控除額）×1／2＝退職所得の金額（1,000 円未満切捨て） 

＜退職所得控除額の計算＞ 

勤続年数 退職所得控除額 

20 年以下 40 万円×勤続年数（80 万円に満たない場合は 80 万円） 

20 年超 800 万円＋70 万円×（勤続年数－20 年） 

（注）勤続年数は 1 年未満の端数がある場合、切り上げて 1 年とする。 

 Ａさんの退職金は 3,200 万円で、勤続年数が 37 年 6 ヵ月→38 年なので、退職所得の金

額は次のようになる。 

１．退職所得控除額：800 万円＋70 万円（①）×（38 年（②）－20 年）＝2,060 万円 

２．退職所得の金額：（3,200 万円－2,060 万円）×1／2＝570 万円（③） 

 

《問９》正解 ①○ ②× ③○ 難易度 Ｂ 

① 適切。所得税の所得控除である配偶者控除の適用を受けることができる控除対象配偶

者とは、原則として、その年の12月31日の現況で、納税者と生計を一にする配偶者（青

色事業専従者として給与の支払いを受けている者等を除く）のうち、その年分の合計

所得金額が38万円以下（給与収入のみの場合は103万円以下）である者とされている。

妻Ｂさんは専業主婦で収入はゼロなので、Ａさんは妻Ｂさんについて配偶者控除の適

用を受けることができる。配偶者控除の控除額は、一般の控除対象配偶者は38万円、

老人控除対象配偶者（70歳以上）は48万円である。 

  なお、配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満（給与収入のみの場合は103万円超

141万円未満）の場合は、配偶者特別控除（控除額3万円～38万円）の適用となる。 

  （注）平成30年以後、配偶者控除･配偶者特別控除の取扱いが改正されるので、留意の

こと。 

改正前 改正後 

（平成 29 年分まで） 

＜配偶者控除＞ 

・配偶者の所得＝38 万円以下 

本人の所得 控除額 

制限なし 38 万円（老人控除対

象配偶者は 48万円） 

 

 

 

（平成 30 年分以後） 

＜配偶者控除＞ 

・配偶者の所得＝38 万円以下（変更なし） 

本人の所得（＊） 控除額 

900 万円以下 38 万円（48 万円） 

950 万円以下 26 万円（32 万円） 

1,000 万円以下 13 万円（16 万円） 

＊本人の合計所得金額が 1,000万円を超えた

場合は適用なし。 



 

＜配偶者特別控除＞ 

・配偶者の所得＝38 万円超 76 万円未満 

本人の所得（＊） 控除額 

1,000 万円以下 3 万円～38 万円 

＊本人の合計所得金額が 1,000 万円を超え

た場合は適用なし。 

 

＜配偶者特別控除＞ 

・配偶者の所得＝38 万円超 123 万円未満 

本人の所得（＊） 控除額 

900 万円以下 3 万円～38 万円 

950 万円以下 2 万円～26 万円 

1,000 万円以下 1 万円～13 万円 

＊本人の合計所得金額が 1,000万円を超えた

場合は適用なし。 

 

② 不適切。所得税の所得控除である扶養控除の対象となるのは、①納税者と生計を一に

している親族（配偶者を除く）、②その年の 12 月 31 日現在の年齢が 16 歳以上、③合

計所得金額が 38 万円以下などの要件を満たした場合で、控除額は年齢等に応じて、次

のようになっている。 

区 分 控除額 

一般の控除対象扶養親族（16 歳以上 19 歳未満、23 歳以上 70 歳未満） 38 万円 

特定扶養親族（19 歳以上 23 歳未満） 63 万円 

老人扶養親族（70 歳以上） 同居老親等以外の者 48 万円 

同居老親等（注） 58 万円 

（注）同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系の尊属（父

母・祖父母など）で、納税者又はその配偶者と常に同居している人をいう。 

母Ｄさんは 83 歳で、Ａさんと同居しており、公的年金 120 万円から公的年金等控除額

（65 歳以上の場合、年金収入 330 万円未満は 120 万円）を差し引くと、所得金額はゼ

ロなので、老人扶養親族の同居老親等に該当する。この場合の控除額は 58万円である。 

③ 適切。社会保険料控除は、納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の

親族の負担すべき社会保険料を支払った場合などに受けられる所得控除であるので、

妻Ｂさんが負担すべき国民年金の保険料を長男Ｃさんが支払った場合、その保険料は

長男Ｃさんの社会保険料控除の対象とすることができる。 

 

【第 4 問】 

《問 10》 正解 ①○ ②○ ③×  難易度 Ｂ 

① 適切。防火地域内においては、原則として、地階を含む階数が 3 以上または延べ面積

が 100 ㎡を超える建築物は耐火建築物としなければならないとされている。なお、準

防火地域内においては、原則として、地階を除く階数が 4 以上または延べ面積が 1,500

㎡を超える建築物は耐火建築物としなければならないとされている。 

② 適切。建て替える賃貸アパートの最大延べ面積は、容積率を用いて計算する。 

(1) 容積率の判定 

幅員 12ｍ未満の道路に接する敷地では、(ｲ)指定容積率と(ﾛ)前面道路幅員×6／10（住

居系用途地域では 4／10）のいずれか低い方の容積率が適用される。また、敷地が 2

以上の道路に接面している場合でそれぞれの道路の幅員が異なる場合は、幅員が最大

のもの（設例の場合、幅員 6m）が前面道路となる。 



指定容積率：200％ 

前面道路幅員による容積率の制限：6（ｍ）×4／10＝240％ 

したがって、200％ 

 (2) 最大延べ面積 

  360 ㎡×200％＝720 ㎡ 

③ 不適切。建て替える賃貸アパートが耐火建築物である場合、当該建築物の最大建築面

積は 288 ㎡である。 

 建築物の敷地が，特定行政庁の指定する角地の場合は，建ぺい率（敷地面積に対する

建築面積の割合）は 10％緩和される。さらに、防火地域内で、耐火建築物を建築する

場合は、建ぺい率が 10％緩和される。合計 20％緩和されるので、建ぺい率は 60％＋

20％＝80％となる。したがって、 

360 ㎡×80％＝288 ㎡ 

 

《問 11》 正解 ①× ②× ③○  難易度 Ｂ 

① 不適切。賃貸人がその所有する賃貸アパートを第三者に譲渡する場合、賃借人の同意

は必要ない。 

② 不適切。宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、貸主・借主双方から受け

取ることができる報酬の合計額は、当該建物の借賃の 1 ヵ月分（＋消費税）が上限と

なる。 

③ 適切。賃貸アパートについて、期間の定めのない普通借家契約を締結していた場合、

賃貸人は、正当の事由があると認められれば、6 ヵ月前の申入れにより借家契約を解約

することができる。正当の事由とは、次のようなことをいう。 

a. 賃貸人及び賃借人が借地・建物の使用を必要とする事情 

b. 借地・建物の賃貸借に関する従前の経過 

c. 借地・建物の利用状況、建物の現況 

d. 立退き料等の提供の有無・内容 

 

《問 12》 正解 ①4,500,000（円） ②11,500,000（円） ③74,000,000（円） 
④15,033,100（円） 

 難易度 Ｂ 

＊ 不動産の譲渡所得の税額は、次のようにして計算される。 

  譲渡価額－（取得価額（注 1）＋譲渡費用（注 2））－特別控除額（注 3）＝課税譲渡所

得金額 

  課税譲渡所得金額×税率（注 4）＝税額 

（注 1）取得価額が不明のときや実際の取得費が少額のときは、譲渡価額の 5％を概算

取得費とすることができる。 

（注 2）譲渡費用は、媒介（仲介）手数料、賃借人等の立退き料、建物の取り壊し費用

など。 

（注 3）居住用財産を譲渡した場合の 3,000 万円特別控除などがある。 

（注 4）不動産の譲渡所得の場合、譲渡の年の 1 月 1 日現在において、所有期間が 5

年以下なら短期譲渡、5 年超なら長期譲渡となり、居住用財産で 10 年超なら

軽減税率の特例を受けることができる。それぞれの税率は次の通り。   



 

 課税譲渡所得金額 所得税 住民税 

短期譲渡 － 30％（30.63％） 9％ 

長期譲渡 － 15％（15.315％） 5％ 

10 年超所有の居住用財産 

の譲渡（軽減税率） 

6,000 万円以下の部分 

6,000 万円超の部分  

10％（10.21％） 

15％（15.315％） 

4％ 

5％ 

（注）カッコ内は、復興特別所得税（基準所得税額×2.1％）を加算した税率 

＊ 設問のケースの場合、アパートを取り壊して更地にして売却するので、所得税（復興

特別所得税を含む）および住民税の合計額は、次のようになる。 

  ・取得費（概算取得費）：9,000 万円×5％＝4,500,000 円（①） 

    ・譲渡費用：400 万円（立退き料）＋550 万円（建物の取壊し費用）＋200 万円（土地

の売買媒介（仲介）手数料）＝11,500,000 円（②） 

・譲渡益（課税長期譲渡所得金額） 

譲渡価額   概算取得費  譲渡費用      課税長期譲渡所得金額 

9,000 万円－（450 万円  ＋1,150 万円） ＝74,000,000 円（③） 

・税額（所得税、復興特別所得税および住民税の合計額） 

所得税＋復興特別所得税：7,400 万円×15.315％＝11,333,100 円 

住民税：7,400 万円×5％＝3,700,000 円 

合計額 ：11,333,100 円＋3,700,000 円＝15,033,100 円（④） 

 

【第 5 問】 

《問 13》 正解 ①ロ ②チ ③リ  難易度 Ｂ 

ⅰ）遺言者は遺言により法定相続分とは異なった相続分を定めることができるが，遺言の

作成にあたっては，その内容が遺留分権利者の遺留分を侵害しないように留意する必

要がある。遺留分とは、一定の相続人が相続財産の一定割合を確保できるように民法

が定めた権利で、遺留分権利者は，遺留分算定の基礎となる財産に 2 分の 1（相続人が

直系尊属のみの場合は、3 分の 1）を乗じた額に各人の法定相続分を乗じた額を遺留分

として有することになる。遺言の内容が相続人の遺留分を侵害する場合，当該相続人

は遺留分減殺請求を行うことができる。なお、遺留分権利者は、配偶者、子（代襲相

続人を含む）、直系尊属で、兄弟姉妹には遺留分の権利が認められていない。 

設問の場合、二女Ｆさんの法定相続分は、1／2×1／4＝1／8 であるので、二女Ｆさん

の遺留分は遺留分算定の基礎となる財産の「1／2×1／8＝1／16」（①）である。 

遺留分減殺請求権は、相続の開始を知った時から「1 年」（②）以内に行使しないとき

は、当該権利は時効により消滅する。 

ⅱ）「配偶者に対する相続税額の軽減」「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算

の特例」の適用を受けるためには、相続税の申告期限までに対象となる財産について

遺産の分割がされていることが必要である。ただし、相続税の申告の際に「申告期限

後「3 年」（③）以内の分割見込書」を提出し、申告期限後「3 年」以内に実際に遺産

の分割を行った場合には、「配偶者に対する相続税額の軽減」「小規模宅地等について

の相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けることが可能となる。 

 



《問 14》 正解 ①○ ②× ③×  難易度 Ｂ 

① 適切。相続時精算課税制度は、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上

の推定相続人である子又は孫に対して財産を贈与した場合に選択できる贈与税の制度

で、贈与税･相続税について、次のように取り扱われる。 

＜贈与税額の計算＞ 

贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる特別控除額（累計で2,500万

円）を控除した後の金額に、一律20％の税率を乗じて計算する。 

  なお、この制度を選択すると、その選択に係る贈与者からの贈与については、暦年課

税（基礎控除110万円）へ変更することはできなくなる。 

  ＜相続税額の計算＞ 

相続時精算課税に係る贈与者が亡くなった時に、相続時精算課税の適用を受けた贈与

財産の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納

めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出する。その際、相続税額から

控除しきれない贈与税相当額については、還付を受けることができる。相続税の課税

価格に加算される贈与財産の価額は、贈与時点の相続税評価額である。 

② 不適切。「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」の

場合、非課税拠出額の残額について相続税の課税価格に加算されることはない。なお、

「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」

では、贈与者が死亡したときに非課税拠出額の残額があれば、相続税の課税価格に

算入される。 

＜教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税＞ 

期 間 平成 31 年 3 月 31 日までに拠出 

贈与者 直系尊属（父母、祖父母など） 

受贈者 30 歳未満の子、孫など 

非課税金額 

受贈者ごとに 1,500 万円（注）まで非課税 

（注）学校等以外のものに支払われたものについては 500 万円

が限度 

終了時 
受贈者が 30 歳になったとき 

残額（使い残し）があれば

贈与税課税 

受贈者が死亡したとき 贈与税は課税しない 

贈与者の死亡 贈与者が死亡した場合、残額は相続税の課税対象とならない 

＜結婚･子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税＞ 

期 間 平成 31 年 3 月 31 日までに拠出 

贈与者 直系尊属（父母、祖父母など） 

受贈者 20 歳以上 50 歳未満の子、孫など 

非課税金額 
受贈者ごとに 1,000 万円（注）まで非課税 

（注）結婚費用は 300 万円までが非課税限度額 

終了時 
受贈者が 50歳になったと

き 

残額（使い残し）があれば贈与税

課税 



受贈者が死亡したとき 贈与税は課税しない 

贈与者の死亡 贈与者が死亡した場合、残額は相続税の課税対象となる 

 

③ 不適切。相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相

続人の一親等の血族及び配偶者以外である場合には、その人の相続税額にその相続税

額の2割に相当する金額が加算される。したがって、孫は2割加算の対象となるが、代

襲相続人となった孫は2割加算の対象とならない。なお、被相続人の養子は、一親等の

法定血族であることから、相続税額の2割加算の対象とはならないが、被相続人の養子

となっている被相続人の孫（孫養子）は、代襲相続人となっているときを除き、2割加

算の対象になる。 

 

《問15》 正解 ①6,600（万円）  ②560（万円） ③235（万円） ④6,530（万円） 

   難易度 Ｂ 

相続税の計算において、「相続税の総額」までは、誰がどのように相続したかにかかわら

ず、法定相続分通りに相続したものとみなして計算する。 

・課税価格の合計額   

 本問では、金額を明らかにしていないが、課税遺産総額（課税価格の合計額－基礎控除

額）3 億 400 万円が明記されており、下記の基礎控除額から逆算すると、3 億 7,000 万円

となる。 

・遺産に係る基礎控除額  

 基礎控除額は、「3,000 万円＋600 万円×法定相続人の数」で計算される。なお、この「法

定相続人の数」は、民法上の取り扱いと異なっており、(ｲ)相続放棄した人も放棄しなか

ったものとして取り扱う、(ﾛ)養子（普通養子）が複数いる場合、実子がいる場合は 1 人、

実子がいない場合は 2 人までしかカウントできないという制限がある。 

設問の場合、法定相続人は、妻Ｂさん、長男Ｃさん、二男Ｅさん、二女Ｆさん、孫Ｇさ

ん・孫Ｈさん（長女Ｄさんの代襲相続人）の 6 人なので、基礎控除額は次のようになる。 

3,000 万円＋600 万円×6 人＝6,600 万円（①） 

・課税遺産総額  

3 億 7,000 万円－6,600 万円＝3 億 400 円（この金額が設問上の前提条件として記載され

ている） 

・相続税の総額 

妻Ｂさんの相続税の総額の基となる税額 

3 億 400 円×1／2＝1 億 5,200 万円 

1 億 5,200 万円×40％－1,700 万円＝4,380 万円 

長男Ｃさんの相続税の総額の基となる税額 

3 億 400 円×1／2×1／4＝3,800 万円 

3,800 万円×20％－200 万円＝560 万円（②） 

二男Ｅさん、二女Ｆさん それぞれの相続税の総額の基となる税額 

  長男Ｃさんと同じ＝560 万円 

孫Ｇさん、孫Ｈさん それぞれの相続税の総額の基となる税額 

3 億 400 円×1／2×1／4×1／2＝1,900 万円 



1,900 万円×15％－50 万円＝235 万円（③） 

 相続税の総額 

  4,380 万円＋560 万円×3 人＋235 万円×2 人＝6,530 万円（④） 


