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問題 1 正解 １ 難易度Ａ 

１．適切。ファイナンシャル・プランナーが、顧客に対し、外貨建て投資信託の仕組みに

ついて元本保証がないことや為替レートの変動で差損益が生じることを説明すること

に関しては、特に資格等は必要なく、適切な行為である。 

２．不適切。賃貸アパートの建設に関する相談を受けたファイナンシャル・プランナーが、

顧客から預かったデベロッパーの事業計画書を、顧客の同意を得ることなく、融資検

討資料として紹介予定の銀行の担当者に渡すことは、職業倫理上、守秘義務に違反し

不適切である。 

３．不適切。金融商品取引業の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、顧

客に株式の個別銘柄の売買に関する助言を行うため、顧客と投資顧問契約を締結する

ことはできない。 

４．不適切。弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、遺産分割をめぐっ

て係争中の顧客から相談を受け、業務の一環として、報酬を得る目的で和解案を提案

し、相続人間の利害調整を行うことは、弁護士法に抵触する。 

 

問題２ 正解 ４ 難易度Ａ 

１．不適切。公立における「学習費総額」で、最も構成比が高い内訳は、小学校･中学校で

は「学校外活動費」であるが、幼稚園･高等学校では「学校教育費」となっている。 

２．不適切。私立における「学習費総額」について、「幼稚園」から「高等学校（全日制）」

まで、最も構成比が高い内訳は、いずれも「学校教育費」である。 

３．不適切。「学習費総額」（1 年間）を公立と私立で比較したときの差額は、幼稚園 28 万

円（万円未満四捨五入。以下同じ）、小学校 121 万円、中学校 86 万円、高等学校 59 万

円となっており、小学校が最も大きい。 

４．適切。「幼稚園」から「高等学校（全日制）」までの 15 年間の「学習費総額」を単純合

計すると、すべて私立に通った場合は 1,771 万円、すべて公立に通った場合は 527 万

円となり、1,244 万円の差になる。 

 

問題３ 正解 １ 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 
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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毎年均等に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

る場合やローン（元利均等返済）の借入可能額を求める場合に使用 

 

（ア）毎年年末に一定額を積み立てながら年利率 3％で複利運用した場合、20 年後に 1,500

万円となる貯蓄計画において、毎年の積立金額を求める場合は、減債基金係数を用い

て計算する。 

   1,500 万円×0.0372（年利率 3％、期間 20 年の減債基金係数）＝558,000 円 

（イ）年利率 3％で複利運用しながら、毎年年末に 200 万円を 10 年間受け取る場合の当初

の元金を求める場合は、年金現価係数を用いて計算する。 

   200 万円×8.5302（年利率 3％、期間 10 年の年金現価係数）＝17,060,400 円 

 

問題４ 正解 ２ 難易度Ｂ 

１．適切。健康保険の適用事業所に常時使用される 75 歳未満の者は、原則として、全国健

康保険協会管掌健康保険または健康保険組合管掌健康保険のいずれかに加入する。 

２．不適切。個人事業主や農林漁業者などが被保険者となる国民健康保険の保険者は、市

町村（特別区を含む）または国民健康保険組合である。 

３．適切。退職により健康保険の被保険者資格を喪失した者は、次の 2 つの要件を満たす

ことにより、最長で 2 年間は健康保険の任意継続被保険者となることができる。 

①資格喪失日の前日までに継続して 2 ヵ月以上の被保険者期間があること。 

②資格喪失日から 20 日以内に申請すること。 

４．適切。健康保険や国民健康保険の被保険者が 75 歳に達したときは、その被保険者資格

を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となる。 

 

問題５ 正解 ３ 難易度Ｂ 

１．不適切。雇用保険の適用事業所に雇用されるアルバイトやパートについては、次の ①

および②の適用基準のいずれにも該当するときは、雇用保険の被保険者となる。 

①31 日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること 

②１週間の所定労働時間が 20 時間以上であること 

２．不適切。雇用保険の料率は、次のようになっており、失業等給付の保険料は、労使で

折半して負担する。 
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  ＜平成 29 年度の雇用保険料率＞ 

 ① 

労働者負担 

（失業等給

付の保険料

率） 

② 

事業主負担 

①＋② 

雇用保険料

率  失業等給付

の保険料率 

雇用保険二

事業の保険

料率 

一般の事業 3／1,000 6／1,000 3／1,000 3／1,000 9／1,000 

農林水産･清酒

製造の事業 
4／1,000 7／1,000 4／1,000 3／1,000 11／1,000 

建設の事業 4／1,000 8／1,000 4／1,000 4／1,000 12／1,000 

 

３．適切。雇用保険の基本手当は、離職票の提出と求職の申込みを行った日（受給資格決

定日）から通算して 7 日間を待期期間といい、その期間が満了するまでは基本手当は

支給されない。この待期期間は、離職の理由等にかかわらず一律に適用される。さら

に、正当な理由なく自己都合により退職した場合や自己の責めに帰すべき重大な理由

によって解雇された場合は、待期期間終了後、更に 3 ヵ月間の給付制限があり、その

期間は支給されない。 

４．不適切。雇用保険の基本手当の受給期間は、原則として、離職の日の翌日から起算し

て 1 年である。基本手当はこの受給期間中の失業している日について、所定給付日数

を限度として支給される。例えば、被保険者期間 20 年以上の自己都合退職者の所定給

付日数は 150 日だが、退職してから求職の申込みが大幅に遅れた場合、所定給付日数

分の基本手当がもらえなくなることもあるので、注意が必要である。 

なお、この受給期間については、本人の病気やケガ、妊娠、出産・育児、親族等の看

護・介護等のために退職後引き続き 30 日以上職業に就くことができない状態の場合、

受給期間を延長することができる（最大 3 年間）。また、60 歳以上の定年退職者につい

ては、離職日の翌日から 2 ヵ月以内に就職を希望しない期間（1 年が限度）を申し出て

ることにより、受給期間が延長される（最大 2 年間）。 

 

問題６ 正解 ３ 難易度Ｂ 

１．適切。65 歳以降支給される老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、

厚生年金保険の被保険者期間が 1 ヵ月以上あれば、受給できる。なお、65 歳前に支給

をうける特別支給の老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、厚生年

金保険の被保険者期間を１年以上有していることが必要である。 

２．適切。老齢厚生年金の額に加給年金額が加算されるためには、原則として、定額部分

の支給開始時または老齢基礎年金の支給開始時（昭和 24 年 4 月 2 日以降生まれの男性
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であれば、65 歳）において、厚生年金保険の被保険者期間が 20 年（240 月）以上であ

り、かつ、受給権者によって生計を維持している 65 歳未満の配偶者または子（注）が

いることが必要である。 

（注）子とは、18 歳到達年度の末日（3 月 31 日）を経過していない子（障害等級 1 級・

2 級の場合は、20 歳未満の子）である。 

３．不適切。老齢厚生年金の繰上げ支給を請求するときは、その請求と同時に老齢基礎年

金の繰上げ支給の請求もしなければならないが、繰下げ請求については、老齢厚生年

金と老齢基礎年金をそれぞれ別に繰下げ時期を選択することができる。 

４．適切。老齢基礎年金を繰下げ支給した場合、年金額は繰り下げた月数に応じて 1 ヵ月

あたり 0.7％増額される。したがって、70 歳到達時に繰下げ支給の申出をした場合、

60 月の繰り下げなので、年金の増額率は、0.7％×60 月＝42％となり、これが上限と

なる。なお、繰上げ支給をした場合は、繰り上げた月数に応じて 1 ヵ月当たり 0.5％減

額される。 

 

問題７ 正解 １ 難易度Ｃ 

１．不適切。障害基礎年金は、次の要件を満たした場合に支給される。 

①国民年金に加入している間に、障害の原因となった病気やケガについて初診日があ

ること。 

※年金制度に加入していない 20 歳前や 60 歳以上 65 歳未満で、日本国内に住んでい

る間に初診日があるときも含む。 

②障害等級 1 級または 2 級の状態にあること。 

③保険料納付要件：初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること。

ただし、20 歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件

はない。 

(ｲ)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の 2／3 以上の期間について、

保険料が納付または免除されていること。 

(ﾛ)初診日において 65 歳未満であり、初診日のある月の前々月までの 1 年間に保険料

の未納がないこと。 

  したがって、国民年金の被保険者でない 20 歳未満の期間に初診日がある傷病により、

20 歳に達した日またはその日後において障害等級 1 級または 2 級に該当する障害の状

態にある者は、障害基礎年金が支給されるが、この場合、本人が保険料を納付してい

ないことから、所得制限が設けられており、1 人世帯（扶養親族なし）については、所

得額が 360 万 4 千円を超える場合に年金額の 2 分の 1 が支給停止となり、462 万 1 千

円を超える場合に全額支給停止となる。 

２．適切。障害等級 3 級に該当する者に支給される障害厚生年金の年金額は、障害認定日

の属する月までの厚生年金保険の被保険者記録に基づき次のように計算される報酬比
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例の年金額である。 

  （平均標準報酬月額×7.125／1000×平成 15 年 3 月までの被保険者月数）＋（平均標

準報酬額×5.481／1000×平成 15 年 4 月以後の被保険者月数） 

    （注）被保険者期間が、300 月（25 年）未満の場合は、300 月とみなして計算する。 

  ただし、その額が次の最低保障額に満たない場合は、最低保障額が支給される。  

  最低保障額（平成 29 年度）：779,300 円（障害等級 2 級の障害基礎年金の額）×3／4

＝584,500 円（100 円未満四捨五入） 

３．適切。障害等級 1 級または 2 級に該当する者に支給される障害厚生年金には、受給権

者によって生計を維持している 65 歳未満の配偶者を有するときは、障害厚生年金に加

給年金額（平成 29 年度は、224,300 円）が加算される。 

４．適切。障害基礎年金は、障害等級が 1 級または 2 級の場合に支給されるが、年齢要件

を満たす子（注）がいる場合には、子の加算がある。 

（注）子とは、18 歳到達年度の末日（3 月 31 日）を経過していない子（障害等級 1 級・

2 級の場合は、20 歳未満の子）である。 

  ＜障害基礎年金の年金額＞（平成 29 年度） 

  ・1 級：779,300 円×1.25＋子の加算 

  ・2 級：779,300 円＋子の加算 

・子の加算：第 1 子・第 2 子は各 224,300 円、第 3 子以降は各 74,800 円 

 

問題８ 正解 ２ 難易度Ｂ 

１．適切。個人型年金の第 1 号加入者（自営業者等）が、国民年金の付加保険料を納付し

ている場合、その者の個人型年金の掛金は、月額 68,000 円から当該保険料の額を控除

した額の範囲内（千円単位）となる。 

  付加保険料（月額 400 円）とは、国民年金の第 1 号被保険者ならびに任意加入被保険

者が、定額保険料（平成 29 年度は、月額 16,490 円）に上乗せして納めることができ

る保険料で、老齢基礎年金を受給する際に、付加年金が加算されて支給される。付加

年金の額は、「200 円×付加保険料納付済月数」で算出される。例えば、1 年間付加保

険料（400 円×12 月＝48,000 円）を支払うと、付加年金は 200 円×12 月＝24,000 円

となるので、2 年で元が取れるというお得な制度である。 

２．不適切。確定拠出年金の老齢給付金は、原則として 60 歳から受給できるが、60 歳から

受給するためには、60 歳時点で確定拠出年金の通算加入者等期間が 10 年以上なければ

ならない。なお、10 年に満たない場合は、8 年以上＝61 歳、6 年以上＝62 歳、4 年以

上＝63 歳、2 年以上＝64 歳、1 月以上＝65 歳となっている。 

３．適切。確定拠出年金の老齢給付金を一時金で受け取った場合は、退職所得として所得

税の課税対象となる。なお、年金で受け取った場合は、雑所得となり、公的年金等控

除の適用を受けることができる。 
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４．適切。平成 29 年 1 月から、確定拠出年金の個人型年金（ｉＤｅＣｏ）の加入範囲が拡

大され、これまで加入できなかった、公務員共済等加入者・私学共済加入者・国民年

金の第 3 号被保険者・企業年金加入者も、原則、加入できるようになった。 

＜確定拠出年金の個人型年金（ｉＤｅＣｏ）の加入対象者と拠出限度額＞   

種類 対象者 掛金の拠出限度額（月額） 

第 1 号加入者 国民年金の第 1 号被保険者

（自営業者等） 

68,000 円 

第 2 号加入者 国民年金の第 2 号被保険者

（会社員、公務員等） 

①企業年金等に加入していない人：

23,000 円 

②規約で個人型年金への同時加入を認

められている企業型確定拠出年金に

加入している人のうち、③に該当しな

い人：20,000 円 

③企業型確定拠出年金を除く企業年金

等に加入している人、および公務員・

私学共済加入者：12,000 円 

第 3 号加入者 国民年金の第 3 号被保険者 

（専業主婦等） 

23,000 円 

 

問題９ 正解 ４ 難易度Ｂ 

１．適切。独立行政法人日本学生支援機構の貸与型奨学金には、無利息の第一種奨学金と

有利息の第二種奨学金があるが、第一種奨学金の対象者は、特に優れた学生・生徒で

あって経済的理由により著しく修学に困難があるものと認定された者とされている。 

  なお、日本学生支援機構では、平成 29 年度から、経済的に困難な状況にある低所得の

生徒に対して大学等への進学を後押しすることを目的として、給付型奨学金も導入し

ている。 

２．適切。国の教育ローンの融資金利は固定金利であり、返済期間は母子家庭等の場合を

除き 15 年以内である。なお、母子家庭等の場合は 18 年以内となる。 

３．適切。国の教育ローンを利用するためには、世帯年収（所得）が申込人の世帯で扶養

している子の数に応じて定められている上限額以内であることが要件とされている。 

４．不適切。国の教育ローンの資金使途は幅広く、受験にかかった費用（受験料、受験時

の交通費・宿泊費等）および学校納付金（入学金、授業料、施設設備費等）のほか、

在学のため必要となる住居費用（アパート・マンションの敷金・家賃など）や教科書

代、教材費、パソコン購入費、通学費用、修学旅行費用、学生の国民年金保険料など

にも利用できる。 
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＜国の教育ローン＞ 

利用条件 世帯の年収制限あり 

融資限度額 学生 1 人あたり 350 万円（海外留学の場合は 450 万円）以内 

返済期間 15 年（母子家庭等は 18 年）以内 

金利 固定金利（平成 29 年 4 月現在・1.81％、母子家庭等は 1.41％） 

 

問題 10 正解 ４ 難易度Ｂ 

１．適切。売上高は、企業の規模を推し量る数値であり、経営効率を示す指標である総資

本回転率は、売上高を総資本で除した数値である。 

２．適切。売上原価は、期首の在庫（期首商品棚卸高）と期中の商品仕入高の合計から期

末の在庫（期末商品棚卸高）を差し引いたものである。 

３．適切。販売費及び一般管理費は、販売業務や管理業務に関して発生した費用であり、

役員報酬や従業員給与はここに含まれる。 

４．不適切。当期純利益は、税引前当期純利益から法人税等を差し引いた後の利益である。

利益効率を示す指標であるＲＯＥ（株主資本利益率）は、株主資本（自己資本、純資

産）を元として、どれだけの利益を上げたかを見る指標で、当期純利益÷株主資本×

100 で求められる。 

 

問題 11 正解 ３ 難易度Ａ 

１．適切。契約目的となる物品の引き渡しがなくても、当事者間の「申請」と「承諾」と

いう合意によって成立する契約を諾成契約という。生命保険契約は、保険契約者と保

険会社との合意により契約が成立する諾成契約である。 

２．適切。保険法において、保険者が人の生存又は死亡に関し一定の保険給付を行うこと

を約するものを生命保険契約といい、保険者が人の傷害疾病に基づき一定の保険給付

を行うことを約するものを傷害疾病定額保険契約という。 

３．不適切。保険法においては、契約者以外の者を被保険者とする死亡生命保険に加入す

る場合，被保険者の同意が必要とされ、同意がない保険契約は無効となる。 

４．適切。保険会社はあらかじめ一定の契約条件、内容を定めた共通の約款を作成し、内

閣総理大臣の認可を受けて、多数の保険契約者が公平に契約できるようにしている。 

 

問題 12 正解 ４ 難易度Ａ 

１．適切。養老保険とは、保険期間中に被保険者が死亡した場合に死亡保険金が支払われ、

保険期間満了時に生存していた場合は死亡保険と同額の満期保険金が支払われる保険

である。 

２．適切。低解約返戻金型終身保険とは、保険料払込期間中の解約返戻金を抑制し、保険

料を低く抑えているのが特徴である。保険料払込満了後は、他の契約条件が同じで低
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解約返戻金型ではない終身保険と同額の解約返戻金となる。 

３．適切。定期保険とは、「死亡」「高度障害」といった所定の支払事由に該当した場合に

保険金が支払われ、保険期間満了時に生存していても満期保険金支払いのない保険で

ある。 

４．不適切。変額保険とは、資産を株式や債券を中心に運用し、運用の実績によって保険

金や解約返戻金が増減する保険である。死亡した場合、基本保険金額は運用実績にか

かわらず最低保証されるため、運用実績がマイナスになった場合でも基本保険金額は

受け取れる。 

 

問題 13 正解 ４ 難易度Ｂ 

＊ 生命保険料控除制度における適用控除限度額は、次の通り。 

平成 23 年 12 月 31 日以前契約 平成 24 年 1 月 1 日以後契約 

全体の所得控除限度額 

所得税 10 万円・住民税 7 万円 

全体の所得控除限度額 

所得税 12 万円・住民税 7 万円 

一般生命保険料控除 

所得控除限度額 

所得税 5 万円 

住民税 3.5 万円 

一般生命保険料控除 

所得控除限度額 

所得税 4 万円 

住民税 2.8 万円 

介護医療保険料控除 

所得控除限度額 

所得税 4 万円 

住民税 2.8 万円 
個人年金保険料控除 

所得控除限度額 

所得税 5 万円 

住民税 3.5 万円 
個人年金保険料控除 

所得控除限度額 

所得税 4 万円 

住民税 2.8 万円 

 

１．適切。平成 23 年 12 月 31 日以前に締結し、平成 24 年 1 月 1 日以後に契約更新や特約

の中途付加等を行っていない生命保険契約の場合、「一般生命保険料控除」の控除額上

限は、所得税では 5 万円である 

２．適切。平成 24 年 1 月 1 日以後に締結した生命保険契約の保険料に係る、「一般生命保

険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」のそれぞれの控除額上限は、

所得税では 4 万円である。 

３．適切。平成 23 年 12 月 31 日以前に締結した契約であっても、平成 24 年 1 月 1 日以後

に更新・特約中途付加など契約内容の変更を行った場合は、当該変更時点から契約全

体（主契約＋特約）に対して新制度の控除区分が適用となる。したがって、平成 24 年

1 月 1 日以後に更新した医療保険契約の更新後の保険料は「介護医療保険料控除」の対

象となる。 

４．不適切。平成 24 年 1 月 1 日以後に締結した生命保険契約において、身体の傷害のみに

基因して保険金が支払われる傷害特約や災害割増特約などの保険料は、生命保険料控

除の対象にならない。したがって、平成 24 年 1 月 1 日以後に締結した生命保険契約に

付加された傷害特約の保険料は、控除対象にはならない。 
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問題 14 正解 ２ 難易度Ａ 

１．適切。個人年金保険料控除の対象となるための要件は以下の通りである。 

イ) 年金受取人は、保険料若しくは掛金の払込みをする者、またはその配偶者である

こと。 

ロ) 保険料等は、年金支払いまでに 10 年以上の期間にわたって定期に支払うこと。 

ハ) 年金の支払いは、年金受取人の年齢が原則として満 60 歳になってから支払うとさ

れている 10 年以上の定期または終身の年金であること。 

(注) 被保険者等の重度の障害を原因として年金の支払いを開始する 10 年以上の定期

年金または終身年金であるものも対象となる。 

２．不適切。個人年金保険において、毎年受け取る年金は雑所得として所得税の課税対象

となる。 

３．適切。個人年金保険の被保険者が年金受取開始前に死亡した場合に支給される死亡給

付金は、受取人が法定相続人である場合に相続税の課税対象となり、他の死亡保険金

と合計して相続税の死亡保険金の非課税枠が適用される。 

４．適切。保証期間付終身年金保険において、保証期間中に被保険者が死亡し、遺族が残

りの保証期間の年金を受け取る場合の年金受給権は相続税の課税対象となる。 

 

問題 15 正解 １ 難易度Ｂ 

１．適切。受取人が法人である医療保険（10 年更新）において、受け取った入院給付金は

全額雑収入に計上する。受け取った入院給付金を会社の慶弔見舞金規程により、被保

険者である役員に見舞金として支給した場合、社会通念上相当とされる金額の範囲内

であれば福利厚生費として損金に算入することができる。 

２．不適切。死亡保険金受取人が法人である終身保険において、支払った終身保険部分の

保険料は保険料積立金として全額資産計上する。解約時には資産計上されている保険

料積立金等を取り崩し、受け取った解約返戻金との差額を雑収入として益金算入、も

しくは雑損失として損金算入する。 

３．不適切。死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険において、

支払った養老保険部分の保険料は、保険料積立金として全額資産計上する。 

４．不適切。死亡保険金受取人が法人である長期平準定期保険において、保険期間の前半 6

割相当期間に支払った保険料は、半額を前払保険料として資産計上し、半額を定期保

険料として損金算入する。 

 

問題 16 正解 ２ 難易度Ｂ 

１．不適切。地震保険は単独では加入できず、火災保険に付帯しなければならないが、主

契約である火災保険の保険期間中に中途付帯することができる。ただし、火災保険の
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契約期間によって、付加できる地震保険の保険期間は異なる。 

２．適切。地震保険には建物の免震・耐震性能や建築年月に応じて、「建築年割引」「耐震

等級割引」「免震建築物割引」「耐震診断割引」の 4 種類の保険料の割引制度があるが、

これらを重複して適用することはできない。 

３．不適切。地震保険においては、居住の用に供する建物または生活用動産のみを保険の

目的とすることが定められている。貴金属、宝石、骨とう等は生活用動産に含まれな

いため、保険の対象とはならない。 

４．不適切。平成 29 年 1 月 1 日以降の地震保険契約において、従来の「全損」「半損」「一

部損」の 3 区分から、「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の 4 区分に変更された。 

 

問題 17 正解 ３ 難易度Ａ 

１．適切。対人賠償保険とは、自動車事故によって他人を死傷させ、法律上の損害賠償責

任を負った場合に、自動車損害賠償責任保険で支払われる限度額を超える損害賠償額

に対して保険金が支払われる保険である。 

２．適切。対物賠償保険とは、自動車事故によって他人の財物に与えた損害に対して、法

律上の損害賠償責任を負った場合に保険金が支払われる保険である。 

３．不適切。人身傷害補償保険とは、被保険者が自動車事故により死傷した場合、保険金

額の範囲内で、保険約款に定める基準・計算方法に基づいて計算された損害額を、過

失相殺による減額をせずに、被保険者自身が契約している保険会社から保険金を受け

取ることができる保険である。 

４．適切。車両保険は、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損害については

補償対象外である。地震・噴火等の補償を確保するためには、特約を付帯する必要が

ある。 

 

問題 18 正解 ３ 難易度Ａ 

１．不適切。普通傷害保険では、「急激」「偶然」「外来」の 3 要件をすべて満たしているこ

とが保険金支払いの条件である。したがって、熱中症は補償対象外となる。 

２．不適切。普通傷害保険の保険料は、年齢、性別、健康状態によって異なることはない。

ただし、被保険者の職業・職種よって保険料が異なるため、契約後に職業等の変更が

あれば保険会社に通知しなくてはならない。 

３．適切。家族傷害保険では、記名被保険者本人・配偶者・その他の親族が補償対象とな

るが、その他親族には同居親族、別居の未婚の子（いずれも本人または配偶者と同一

生計）が含まれる。したがって、保険契約締結後に誕生した記名被保険者の子も、同

一生計であれば、特に手続きなく自動的に補償対象となる。 

４．不適切。家族傷害保険の保険料は、記名被保険者の家族の人数に関わらず一律である。 
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問題 19 正解 １ 難易度Ｂ 

１．適切。住居とそれ以外の用途に使用される建物との併用住宅の地震保険において、居

住用部分に係る保険料が地震保険料控除の対象となる。ただし、住宅に使用している

部分が建物の総床面積の 90％以上の場合、地震保険料の全額が控除対象となる。 

２．不適切。地震保険は火災保険に付帯して契約するものであるが、地震保険料控除の対

象となるのは地震保険に係る保険料である。 

３．不適切。地震保険料控除の控除限度額は所得税で 50,000 円、住民税で 25,000 円であ

る。 

４．不適切。1 年を超える長期契約で保険料を一括で支払った場合、1 年分に換算された保

険料をもとに毎年控除を受ける。 

 

問題 20 正解 ２ 難易度Ａ 

１．適切。定期保険は保険期間中に被保険者が死亡した場合に死亡保険金が遺族に支払わ

れる保険であり、家族への責任が重い時期に利用する保険として適切である。 

２．不適切。収入保障保険は保険期間中に被保険者が死亡した場合に、遺族に対して年金

形式で保険金が支払われる保険であり、被保険者自身の老後の生活資金準備の手段と

しては不適切である。 

３．適切。病気や傷害で入院した場合の医療費負担をカバーするため、所定の入院に対し

て入院給付金が支払われる医療保険の利用を選択肢とすることは適切である。 

４．適切。相続税の納税資金を確保する目的で生命保険に加入する場合、相続時期は不確

実であることから、終身の死亡保障が得られる終身保険を利用することは適切である。 

 

問題 21 正解 ３ 難易度Ｂ  

１．不適切。米国の金利が上昇し日本との金利差が拡大すれば、米ドル建てで資金運用す

る魅力が高まるので、円売り・米ドル買いとなり、一般に、円安傾向となる。 

２．不適切。景気の後退局面では高い投資収益率は期待できなくなる。米国の景気が日本

と比較して相対的に後退局面となることが予想されるときは、米国への投資が減少し、

一般に、円高傾向となる。 

３．適切。経常収支の黒字はその国の通貨の買い要因、国際収支の赤字はその国の通貨の

売り要因となる。日本の経常収支が米国と比較して相対的に悪化することが予想され

るとき、一般に、円安傾向となる。 

４．不適切。物価の上昇（インフレ）は通貨価値の目減りを意味する。このため、日本の

物価が米国と比較して相対的に上昇し、過度なインフレになれば、円の通貨価値の目

減りのほうが大きいので、一般に、円安傾向となる。 
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問題 22 正解 ３ 難易度Ｂ 

１．適切。ETF は、株価指標や債券指標、商品価格、商品指標などに連動するように、投

資信託委託会社によって運用されている。一般のインデックスファンドとの大きな違

いは、証券取引所に上場されて、上場株式と同じように売買される点にある。 

２．適切。ETF も投資信託なので、投資信託としての資産価値である基準価額は毎営業日、

計算され公表されている。しかし、取引の仕方は上場株式と同じなので、証券取引所

における売り手と買い手の需給によって決まる市場価格が取引価格となる。市場価格

は、おおむね基準価額に沿った値動きとなるが、基準価額と一致するとは限らない。 

３．不適切。ETF も投資信託である以上、運用管理費用（信託報酬）は徴収される。売買

の際に上場株式と同様に売買委託手数料がかかるという点は適切である。 

４．適切。レバレッジ型指標とは、原指標（TOPIX など）の日々の変動率に一定の倍数を

乗じて算出される指標をいう。たとえば、TOPIX レバレッジ（2 倍）指数は、変動率

が TOPIX の日々の変動率の 2 倍となるように算出されている（例：TOPIX が 1％上

昇すれば指数は 2％上昇、TOPIX が 1％下落すれば指数は 2％下落する）。このため、

原指標である TOPIX と連動する ETF と比較すると、TOPIX レバレッジ（2 倍）指数

と連動する ETF の変動率は大きくなる。 

なお、原指標（TOPIX など）の日々の変動率に一定の負の倍数を乗じて算出されるイ

ンバース型指標もある。たとえば、TOPIX ダブルインバース(－2 倍)指数は、変動率が

TOPIX の日々の変動率の－2 倍となるように算出されている（例：TOPIX が 1％上昇

すれば指数は逆に 2％下落、TOPIX が 1％下落すれば指数は逆に 2％上昇する）。こう

したインバース型指標と連動する ETF も上場されている。 

 

問題 23 正解 ２ 難易度Ｂ 

１．適切。他の条件が同一であれば、債券価格が下落すると、その利回りは上昇する。債

券価格が上昇すると、その利回りは下落する。 

（例）残存期間 5 年、表面利率 2.0％の利付債の価格と最終利回り（単利）の関係 

    （価格） （最終利回り） 

    105 円 … 0.952％ 

    100 円 … 2.000％ 

     95 円 … 3.157％ 

     90 円 … 4.444％ 

２．不適切。他の条件が同一であれば、償還までの残存期間が短い債券（短期債）よりも、

残存期間が長い債券（長期債）のほうが、利回りの変動に対する価格の変動幅が大き

い。残存期間が長い債券は、金利水準が低下すると、高い利率を長期にわたって享受

できるということで比較的大きく値上がりする。逆に金利水準が上昇すると、低利率

に長期にわたって縛られ続けるということで、比較的大きく値下がりする。一方、残
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存期間が短い債券は、額面金額で償還される日が近付いているため、その価格が額面

金額から大きく離れることはない。つまり、金利変動による価格変動は、償還までの

残存期間が長いほど大きくなり、残存期間が短くなるほど小さくなる。 

  （例）残存期間 10 年、表面利率 2.0％、単価 100 円、最終利回り 2％の債券の最終利

回りが 2％から 3％に上昇すると、単価は 92.30 円に値下がりする（下落率

7.30％）。 

     残存期間 3 年、表面利率 2.0％、単価 100 円、最終利回り 2％の債券の最終利回

りが 2％から 3％に上昇すると、単価は 97.24円に値下がりする（下落率 2.76％）。 

３．適切。他の条件が同一であれば、表面利率の低い債券のほうが、表面利率の高い債券

よりも、利回りの変動に対する価格の変動幅が大きい。これは、金利が変動すると投

資家が債券投資に要求する利回りも変化するが、その際、表面利率の低い債券はあま

り利子が付かないので、債券の価格部分で調整する度合いが大きいからである。 

４．適切。他の条件が同一であれば、信用リスクが低い（＝格付けが高い）債券のほうが、

信用リスクが高い（＝格付けが低い）債券より利回りは低くなる。信用リスクが高い

債券は、信用リスクが低い債券に比べて、信用度が劣っているために、それを補うた

めに利回りは高くなる。 

 

問題 24 正解 ４ 難易度Ａ 

４．が正しい。 

所有期間利回りとは、債券を途中換金した場合の利回りをいい、計算式は次のとおりで

ある。 

   所有期間利回り（％）＝
買付価格

所有期間

売付価格－買付価格
表面利率＋

×100 

 問題の場合、表面利率 1％、売付価格 100.25 円、買付価格は新規発行時に購入している

ので発行価格の 99.50 円、所有期間 4 年となるので、その所有期間利回りは次のとおりと

なる。 

   所有期間利回り（％）＝
50.99

4

50.9925.100
1

－
＋

×100＝1.193…≒1.19（％） 

 

問題 25 正解 ３ 難易度Ａ 

１．不適切。PBR（株価純資産倍率）は、企業の資産価値に注目する投資指標で、株価が

１株当たり純資産の何倍であるかを示す指標である。計算式は、「PBR（倍）＝株価÷

１株当たり純資産」である。なお、株価が１株当たり当期純利益の何倍であるかを示

す指標は、PER（株価収益率）である。 
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２．不適切。PER（株価収益率）は、企業の利益面に注目する投資指標で、株価が１株当

たり当期純利益の何倍であるかを示す指標である。計算式は、「PER（倍）＝株価÷１

株当たり当期純利益」である。なお、株価が１株当たり純資産の何倍であるかを示す

指標は、PBR（株価純資産倍率）である。 

３．適切。当期純利益に対する年間配当金の割合を示す指標を、配当性向という。計算式

は、「配当性向（％）＝年間配当金（総額）÷当期純利益×100＝１株当たり年間配当

金÷１株当たり当期純利益×100」である。 

４．不適切。配当利回りとは、総資産ではなく、株価に対する年間配当金の割合を示す指

標である。計算式は、「配当利回り（％）＝１株当たり年間配当金÷株価×100」であ

る。 

 

問題 26 正解 ２ 難易度Ｂ 

１．適切。オプション取引とは、将来の一定期日または一定期間内に、原資産を、あらか

じめ定められた価格で売る権利（プット・オプション）または買う権利（コール・オ

プション）を売買する取引である。 

２．不適切。オプションを行使する権利を有し、その権利を放棄することもできるのは、

オプションの売り手ではなく、買い手である。オプションの売り手は、買い手からプ

レミアム（オプション料）を受け取る代わりに、買い手が権利行使を要求した場合に

は、その取引に応じる義務がある。 

３．適切。先物取引では、証拠金制度が採られおり、売買代金の一部を証拠金として預け

るだけで取引ができる。このため、少額の資金で多額の取引が可能で、これをレバレ

ッジ効果（てこの効果）という。 

４．適切。先物取引におけるヘッジ取引とは、現物取引と反対のポジションの先物を保有

することなどにより、価格変動リスク等を回避または軽減することを狙う取引である。

たとえば、現物の株式を保有していて、先行き株式相場が下落すると予想した場合、

株価指数先物を売り建てておき、予想どおり相場が下落したときは、現物の値下がり

により発生する損失を株価指数先物の買戻しによって得た利益でカバーする、といっ

た取引をヘッジ取引という。 

 

問題 27 正解 ３ 難易度Ｂ  

３．が最も適切である。 

ファンド（投資信託）のシャープレシオの計算式は次のとおりである。 

シャープレシオ＝
）（ファンドの標準偏差

）率）－（無リスク金利（ファンドの平均収益
 

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ファンドの超過収

益率を示し、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
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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。 

（ア）ファンド A のシャープレシオ＝
％

％％－

3.0

1.010.3
＝3.1 

（イ）ファンド B のシャープレシオ＝
％

％％－

1.0

1.03.5
＝2.5 

ファンド A とファンド B のシャープレシオを比べると、ファンド A のほうが数値が大き

く、ファンド A のほうが効率よく運用されていたと評価され、過去の運用パフォーマンス

は優れていたといえる。 

 

問題 28 正解 ４ 難易度Ａ 

１．不適切。NISA 口座の対象商品は、上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資

信託（J－REIT）、公募株式投資信託などであり、国債や社債などの公社債、公社債投

資信託などは対象外である。 

２．不適切。NISA 口座における譲渡損失は、所得税および住民税の計算上なかったものと

みなされる。このため、課税口座（特定口座や一般口座）における上場株式等の配当

金等や譲渡益と損益を通算することはできず、損失の繰越控除もできない。 

３．不適切。特定口座や一般口座で保有している上場株式等を NISA 口座に移管すること

はできない。NISA 口座に受け入れることができるのは、新規で購入したものに限られ

る。 

４．適切。NISA の非課税の適用を受ける配当金等とは、NISA 口座を開設する金融機関等

経由で交付されたものに限られ、発行者から直接交付されるものは課税扱いとなる。

株式投資信託の分配金については、すべて NISA 口座を開設した金融機関経由で支払

われるので、投資家は特段の手続きをしなくても、非課税で分配金が受け取れる。し

かし、上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（J－REIT）等について

は（これらの商品の取扱いは証券会社に限られている）、証券会社の取引口座で配当金

等を受け取る「株式数比例配分方式」を選択していないと NISA 口座での非課税扱い

は受けられず、課税扱いとなってしまう（この場合でも、譲渡益は非課税扱い）。 

 

問題 29 正解 ４ 難易度Ｂ 

１．適切。もともと預金保険制度の保護の対象となっている金融商品を用いた財形貯蓄も、

預金保険制度の保護の対象となっている。国内銀行に預け入れられた預金は預金保険

制度の保護の対象なので、預金を用いた財形貯蓄も保護の対象となる。 

２．適切。預金保険制度は円建ての貯蓄商品を対象とした制度であり、外貨預金は保護の

対象外である。 

３．適切。確定拠出年金制度で運用されている預金も、預金保険制度の保護の対象となっ

ている。 
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４．不適切。証券会社は投資者保護基金に加入することが法律で義務付けられており、証

券会社が一般顧客から預かっている有価証券・金銭は投資者保護基金による補償対象

となっている。外貨株式も投資者保護基金の補償対象である。 

 

問題 30 正解 １ 難易度Ｂ 

１．が最も適切である。 

日本銀行は平成28（2016）年9月21日の金融政策決定会合で、これまでの金融政策につ

いて「総括的な検証」を行ったうえで、新たに「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」

の導入を決定した。黒田日銀総裁が就任した直後の平成25（213）年4月に、日本銀行は金

融政策の操作目標を「金利」から「資金量」に変更したが、再び「金利」を操作目標とす

る大きな枠組みの変更を決定した。主なポイントは次の通り。 

①長短金利操作（イールドカーブ・コントロール） 

短期金利と長期金利を操作する。長短金利の操作は「イールドカーブ・コントロール」

と呼ばれ、今後の金融政策決定会合では、長短金利の水準が示される。 

短期金利については、金融機関が日本銀行に預けている当座預金の一部（政策金利残高）

に適用されている「マイナス金利政策」の金利を操作する。今回は、▲0.1％の金利（＝ア）

を維持した。長期金利については、10年物国債の金利（＝イ）を操作対象とし、今回は10

年物国債金利が概ね現状程度（ゼロ％程度）で推移するように、長期国債（＝ウ）の買入

れを行うとした。なお、今後、必要な場合はさらに金利は引き下げられる。 

②資金量に関する目標は「メド」に変更 

長期国債の買入れ額については、従来の買入れペース（保有残高の増加額年間約80兆円）

を「メド」としつつ、10年物国債金利が概ねゼロ％程度になるように運営するとした。 

従来の日本銀行の金融政策では、「マネタリーベースが年間約80兆円に相当するペース

で増加するように金融市場調節を行う」とし、そのために「日本銀行の長期国債保有残高

が年間約80兆円に相当するペースで増加するよう買入れを行う」としてきたが、これらの

文言はなくなった。国債保有残高の増加額年間「約80兆円」という数値は残ったが、これ

はあくまでも「メド」であって、今後は柔軟に対応する方針を打ち出した。関連して、買

い入れる長期国債の平均残存期間を７～12年程度にするという定めは廃止された。 

なお、長期国債以外の資産（ETFやJ－REITなど）の買入れ方針に変更はなく、以下の

とおりとした。 

ⅰ）ETFおよびJ－REIT（＝エ）について、保有残高が、それぞれ年間約6兆円、年間約900

億円に相当するペースで増加するよう買入れを行う。 

ⅱ）CP等、社債等について、それぞれ約2.2兆円、約3.2兆円の残高を維持する。 

③長期金利操作のために新しいオペレーションを導入 

伝統的に、短期金利は中央銀行がコントロールできるが、長期金利をコントロールする

ことは難しいとされてきた。 
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今回、日本銀行は10年物国債金利を意図した水準に誘導するために、長期国債の買入れ

額を増減させる他に、日本銀行が指定する利回りによる国債買入れという新しいオペレー

ション（指値オペ）を導入した。これは、10年物国債などの金利が急騰（価格は下落）し

た場合などに、日本銀行が高値で買い付けて、価格の上昇＝金利の低下を促すための手段

である。また、固定金利の資金供給オペレーションを行うことができる期間を従来の1年か

ら10年に延長した。 

④オーバーシュート型コミットメントの採用 

2％の「物価安定の目標」をできるだけ早期に実現させるという日本銀行の目的に変更は

ないが、「フォワード・ルッキングな期待形成（物価上昇率は日本銀行の目的である2％に

向かっていくだろうという期待）」を強めるために、消費者物価上昇率（除く生鮮食品）

の前年比上昇率の「実績値」が安定的に2％を超えるまで、マネタリーベースの拡大方針を

継続するという「オーバーシュート型コミットメント」の採用も決定した。 

 

問題 31 正解 ２ 難易度Ａ 

１．不適切。所得税は、毎年 1 月 1 日から 12 月 31 日までの 1 暦年を単位として課される。 

２．適切。課税総所得金額に対する所得税は、所得の金額に応じた超過累進税率により計

算される。超過累進税率とは、課税される所得金額が大きくなるに従って、適用され

る税率が段階的に大きくなる税率で、所得税の超過累進税率は、5％から 45％の 7 段階

に区分されている。これに対して、個人住民税（税率 10％）や消費税（税率 8％）は、

課税対象額の多寡にかかわらず一律の税率で、こうした税率を比例税率という。 

３．不適切。所得税や相続税･贈与税、法人税などでは、納税者の申告により税額を決定す

る申告納税方式が採用されている。これに対して、租税行政庁が納税額を決定する方

式を賦課課税方式といい、固定資産税や不動産取得税などの地方税で主として採用さ

れている。 

４．不適切。所得税法では、所得税の納税義務者を居住者、非居住者などに分けて、次の

ように納税義務を定めている。 

  区分 課税対象となる所得 

居住者 

（注 1） 

非永住者以外 

（一般の人） 

所得が生じた場所が日本国の内外を問わず、すべての

所得に対して課税。 

非永住者 

（注 2） 

国内源泉所得（国内において生じた所得)および国外

源泉所得（国外の預金等の利子や、国外にある不動産

の貸付・譲渡による収益など）で日本国内において支

払われたもの、または日本国内に送金されたもの。 

非居住者 

（注 3） 

―― 国内源泉所得（国内にある不動産の貸付・譲渡による

収益など）に限って課税。 

（注 1）居住者とは、日本国内に住所があるか、または現在まで引き続いて 1 年以上居所
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がある個人。 

（注 2）居住者のうち日本国籍がなく、かつ、過去 10 年以内の間に日本国内に住所また

は居所を有する期間の合計が 5 年以下である個人。 

（注 3）居住者以外の個人。 

 

問題 32 正解 ３ 難易度Ａ 

１．適切。預貯金の利子を受け取ったことによる所得は、利子所得である。 

２．適切。上場株式の配当を受け取ったことによる所得は、配当所得である。 

３．不適切。賃貸していた土地を売却した代金を受け取ったことによる所得は、譲渡所得

である。不動産所得とは、アパートやマンションの家賃など、不動産の貸付による所

得をいう。 

４．適切。定年退職時に退職手当として一時金を受け取ったことによる所得は、退職所得

である。なお、退職金を年金形式で受け取る場合は、雑所得となる。 

 

問題 33 正解 ４ 難易度Ｂ 

１．適切。平成 28 年 1 月 1 日以後に支払われる特定公社債等（国債、地方債、外国国債、

公募公社債、上場公社債など）に係る利子等は、20.315％（所得税 15.315％、地方税

5％）の申告分離課税の対象とされる（申告不要可）。なお、平成 27 年以前は、源泉分

離課税の取扱いであった。 

２．適切。一般公社債（特定公社債以外の公社債）の利子については、20.315％（所得税

15.315％、地方税 5％）の源泉分離課税の対象となる。源泉分離課税制度とは、他の所

得と分離して、所得を支払う者がその所得の支払いの際に一定の税率で所得税を源泉

徴収し、それだけで所得税の納税が完結するというものである。 

３．適切。公募公社債投資信託の収益分配金については、20.315％（所得税 15.315％、地

方税 5％）の申告分離課税の対象となる。 

４．申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得については、配当控除の対象とならな

い。上場株式等に係る配当等（一定の大口株主等が受けるものを除く）については、

①確定申告し総合課税とするのが原則であるが、②申告分離課税で確定申告する、③

配当受取時の源泉徴収で終了し確定申告不要とする、のいずれかを選択することがで

きる。それぞれの取り扱いについては、次のようになっている。 

  総合課税 申告分離課税 確定申告不要 

税 率 超過累進税率 所得税 15.315％、地方税 5％ 

上場株式の譲渡損失との損益通算 × ○ × 

配当控除 ○ × × 

 

 



20 

 

問題 34 正解 ２ 難易度Ａ 

＊ 総所得金額の計算にあたって、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得（「ふ・じ・

さん・じょう」と覚えるとよい）の金額に損失がある場合、他の所得と損益通算する

ことができる。なお、一部例外があり、不動産所得の金額の損失のうち土地等を取得

するために要した負債の利子に相当する部分やゴルフ会員権の譲渡損失などは損益通

算の対象とならない。 

＊ 設問の場合、事業所得の損失（▲80 万円）は全額損益通算できるが、不動産所得の損

失（▲50 万円）のうち土地の取得に要した負債の利子の額（30 万円）は損益通算でき

ない。したがって、総所得金額は次のようになる。 

300 万円（給与所得の金額）－80 万円（事業所得の損失）－20 万円（土地等を取得す

るために要した負債の利子を除いた不動産所得の損失）＝200 万円（総所得金額） 

 

問題 35 正解 １ 難易度Ｂ 

１．適切。医療費控除の対象となる医療費の金額は、その年中に実際に支払った金額であ

り、治療を受けたが未払いとなっている金額は対象とならない。 

２．不適切。寡婦控除の控除額は、一般の寡婦の場合は 27 万円、特別の寡婦の場合は 35

万円となっている。一般の寡婦とは、次のいずれかに当てはまる人である。 

  ①夫と死別し又は離婚した後婚姻をしていない人や夫の生死が明らかでない一定の人

で、扶養親族または生計を一にする一定の要件を満たす子がいる人。 

②夫と死別した後婚姻をしていない人などで、合計所得金額が 500 万円以下の人（扶

養親族などの要件はない）。 

また、一般の寡婦に該当する人が次の要件のすべてを満たすときは、特別の寡婦に該

当する。 

①夫と死別し又は離婚した後婚姻をしていない人や夫の生死が明らかでない一定の人。 

②扶養親族である子がいる。 

③合計所得金額が 500 万円以下。 

３．不適切。所得税において，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）、②16 歳以上、③合計所得金額が 38 万円以下（パート･アルバ

イトなどの場合、給与収入金額が 103 万円以下）などの要件を満たした場合である。 

  「納税者と生計を一にしている」とは、必ずしも同居を要件とするものではない。例

えば、大学生などで親元から離れている場合であっても、生活費、学資金などの送金

が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われる。同居を要件と

していないため、日本国外に住む親族を扶養控除の対象とすることも可能である。な

お、非居住者である親族について扶養控除等（扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控

除など）の適用を受ける場合には、親族関係書類や送金関係書類の添付または提示が

必要である。 
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４．不適切。扶養控除の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。 

したがって、その年の 12 月 31 日現在の年齢が 18 歳の者は、一般の控除対象扶養親族

に該当する。 

 

問題 36 正解 ３ 難易度Ｂ 

１．適切。住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、3,000

万円以下でなければならない。なお、合計所得金額が 3,000 万円を超えて住宅ローン

控除の適用を受けることができない年があっても、翌年以降、合計所得金額が 3,000

万円以下になる年については、住宅ローン控除の適用を受けることができる。 

２．適切。住宅ローン控除の適用を受ける最初の年分は、必要事項を記載した確定申告書

に一定の書類を添付し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。なお、給

与所得者の場合、2 年目以降は、年末調整で住宅ローン控除の適用を受けることができ

る。 

３．不適切。住宅ローン控除の対象となる住宅借入金は、10 年以上の割賦償還の方法によ

り返済するものでなければならない。したがって、住宅ローン控除の適用を受けてい

た者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの日

から 10 年未満となった場合は、残りの控除期間について、住宅ローン控除の適用を受

けることができない。 

４．適切。住宅ローン控除は、個人が住宅ローン等を利用して、マイホームを新築、取得

又は増改築等をし、一定の要件を満たす場合に適用を受けることができるが、中古の

住宅を取得した場合であっても、取得した日以前一定期間内に建築されたものや、一

定の耐震基準に適合するものであれば、住宅ローン控除の適用の対象となる。 

 

問題 37 正解 ３ 難易度Ｂ 

１．適切。使用人兼務役員とは、役員のうち部長など法人の使用人としての職制上の地位

を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する者をいうが、使用人兼務役員に対

して支給される給与のうち、使用人部分の給与については、原則として役員の報酬と

は切り離して損金の額に算入することが認められている。 

２．適切。期末資本金の額等が 1 億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等のうち、
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年 800 万円までの金額は、損金の額に算入することが認められている。 

交際費の損金算入については、資本金の規模により、次のようになっている。 

＜資本金 1 億円以下＞ 

次のいずれかを選択適用。 

①交際費等のうち、接待飲食費の 50％を損金算入（上限なし） 

②年 800 万円以下の交際費等の全額を損金算入 

＜資本金 1 億円超＞ 

上記①の取扱い。 

３．不適切。1 人当たり 5,000 円以下の得意先等との飲食費は、必要とされる書類等を保存

していれば、税法上の交際費等に該当せず、その全額を損金の額に算入することがで

きる。 

４．適切。損金の額に算入される租税公課のうち、事業税については、原則としてその事

業税に係る納税申告書を提出した事業年度の損金の額に算入することができる。なお、

法人税や法人住民税は損金に算入することができない。 

 

問題 38 正解 １ 難易度Ｂ 

＊ 消費税の課税対象となるのは、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産

の譲渡等と輸入取引である。これに当たらない取引には消費税はかからない。これを

一般的に不課税取引という。また、国内において事業者が事業として対価を得て行う

資産の譲渡等であっても、課税対象になじまないものや社会政策的配慮から消費税を

課税しない取引がある。これを非課税取引という。 

  ＜不課税取引の具体例＞ 

  ①給与・賃金 

②寄附金、祝金、見舞金、補助金、助成金等 

③無償による試供品や見本品の提供 

④保険金や共済金 

⑤株式の配当金やその他の出資分配金 

⑥心身または資産について加えられた損害の発生に伴い受ける損害賠償金 

⑦国外取引 

＜非課税取引の具体例＞ 

①土地の譲渡及び貸付け（借地権など土地の上に存する権利を含むが、一時的に使用

させる場合は課税対象） 

②住宅の貸付け（短期間の貸付けおよび旅館業に該当すると認められる場合は課税対

象。店舗･オフィスビルも課税対象。住宅の譲渡は課税対象） 

③有価証券の譲渡 

④貸付金の利息･預金の利息、保険料 
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⑤社会保険診療費（自由診療は課税対象） 

⑥介護サービス、社会福祉事業等 

⑦出産費用等 

⑧埋葬料、火葬料 

⑨学校教科書、授業料等――など 

１．旅館に宿泊した者から受け取った宿泊料は、消費税の課税対象とされる。 

２．旅館に火災が発生して損害保険会社から受け取った保険金は、資産の譲渡等の対価と

いえないので、不課税取引となる。 

３．Ｘ社が所有している上場株式から受け取った配当金は、株主や出資者の地位に基づい

て支払われるものであるので、不課税取引となる。 

４．Ｘ社が新たに従業員を採用して受け取った特定求職者雇用開発助成金は、一般的に対

価として支払われるものではないので、不課税取引となる。 

 

問題 39 正解 ２ 難易度Ｂ 

１．適切。役員が会社に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合の利息に相当する金額

について、原則として役員に対しては所得税は課されない。 

２．不適切。役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、賃貸料に相当する金

額について、経済的利益となり、その役員の給与所得として所得税の課税対象となる。 

３．適切。会社が役員の所有する土地を適正な時価よりも低い価額で取得した場合、その

適正な時価と実際に支払った対価との差額は、その会社の受贈益になる。 

４．適切。役員が会社の所有する建物を適正な時価よりも低い価額で譲り受けた場合、そ

の適正な時価と譲渡価額との差額は、役員の給与所得として所得税の課税対象となる。 

売り手 買い手 形態 売却金額 売り手の課税 買い手の課税 

役員 会社 低額譲渡 時価×1／2

以上 

役員：通常 会社：時価－譲受（購入）金

額＝受贈益 

役員 会社 低額譲渡 時価×1／2

未満 

役員：みなし譲渡（時価課

税）  

会社：時価－譲受（購入）金

額＝受贈益 

役員 会社 高額譲渡 時価以上 役員：売却金額－時価＝給

与所得   

会社：譲受（購入）金額－時

価＝役員賞与 

会社 役員 低額譲渡 時価未満 会社：時価－売却金額＝役

員賞与   

個人：時価－譲受（購入）金

額＝給与所得 

会社 役員 高額譲渡 時価以上 会社：売却金額－時価＝受

贈益   

個人：通常 

 

問題 40 正解 ３ 難易Ａ 

１．適切。総資本経常利益率（ＲＯＡ）は、総資本に対する経常利益の割合を示す指標で、
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投下した資本に対してどの程度の利益を生み出したのかを知ることができる。計算式

は、「経常利益÷総資本」であるので、「総資本経常利益率＝売上高経常利益率×総資

本回転率」に分解することができる。 

  ・売上高経常利益率＝経常利益÷売上高 

・総資本回転率＝売上高÷総資本 

２．適切。当座比率（算式は「当座資産÷流動負債」）は、その企業の短期の負債に対する

支払能力を評価するための指標であり、一般に、この数値は高い方が望ましいとされ

る。 

３．不適切。自己資本比率（株主資本比率）は、総資産に対する自己資本（株主資本）の

割合を示したものであり、一般に、この数値が高い方が財務の健全性が高いと判断さ

れる。 

４．適切。損益分岐点売上高は、「固定費÷限界利益率」の算式によって求めることができ

る。限界利益率は「 限界利益（売上高から変動費を差し引いた利益） ÷ 売上高」で

求める。 

 

問題 41 正解 ４ 難易度Ａ 

１．不適切。地価公示の公示価格は、毎年 1 月 1 日を価格判定の基準日として、毎年 3 月

下旬に国土交通省の土地鑑定委員会が公表している。 

２．不適切。都道府県地価調査の基準地の標準価格は、都道府県知事が毎年 7 月 1 日にお

ける標準価格を判定し、9 月下旬に公表している。 

３．不適切。相続税路線価は、地価公示の公示価格の 80％を価格水準の目安として設定さ

れている。 

４．適切。固定資産税評価額は、原則として、市町村長が固定資産評価基準により決定す

る。価格水準は、地価公示の公示価格の 70％を目安としている。 

＜不動産の 4 つの価格＞ 

価格の種類 公示価格 基準地標準価格 相続税路線価 固定資産税評価額 

実施機関 
国土交通省 

土地鑑定委員会 

都道府県知事 国税庁・ 

国税局長 

総務省・市町村長 

評価時点 
毎年 1 月 1 日 

（3 月公示） 

毎年 7 月 1 日 

（9 月公表） 

毎年 1 月 1 日 

（7 月発表） 

1 月 1 日時点（3

年に 1 度評価替） 

評価水準 
－ － 公示価格の 

80％程度 

公示価格の 

70％程度 

目的 

・一般の土地取引

の指標 

 

・一般の土地取引

の指標 

・相続税や贈与

税の課税のた

め 

・固定資産税等の

課税のため 
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問題 42 正解 ３ 難易度Ｂ 

１．不適切。一般媒介契約では、契約期間の制限はない。  

２．不適切。専任媒介契約では、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況

を 2 週間に 1 回以上報告しなければならない。 

＜媒介契約の主なポイント＞（○：できる・あり、×－：できない・なし）。 

種 類 一般媒介契約 専任媒介契約 専属専任媒介契約 

契約期間 － 3 ヵ月以内 3 ヵ月以内 

他の業者への依頼 ○ × × 

自己発見取引（注） ○ ○ × 

指定流通機構への登録義務 － ○（7 日以内） ○（5 日以内） 

業務処理状況の報告義務 － ○（2 週間に 1 回） ○（1 週間に 1 回） 

 （注）依頼者が自ら発見した相手方と売買契約を締結すること。 

 

３．適切。宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、買主が

宅地建物取引業者でないときは、代金の額の 10 分の 2 を超える額の手付を受領するこ

とができない。 

４．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。 

 

問題 43 正解 １ 難易度Ｂ 

１．適切。普通借地権の設定当初の存続期間は、「30 年とする。ただし、契約でこれより長

い期間を定めたときは、その期間とする」（借地借家法第 3 条）とされている。なお、

借地契約を更新する場合は、その期間は、「10 年（借地権の設定後の最初の更新にあっ

ては 20 年）とする。ただし、当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間と

する」（同第 4 条）とされている。 

２．不適切。借地権は、建物の所有を目的として土地を借りる権利（同第 1 条）であるの

で、普通借地権の契約の更新時に、借地上に建物がない場合、原則として契約の更新

はできない。 

なお、普通借地権では借地上に建物がある限り、原則的に契約期間は更新でき、土地

所有者（地主）が更新を拒むには正当な事由が必要である。 

３．不適切。存続期間を 50 年以上とする定期借地権（同第 22 条）では、建物の用途に関

する制限はない。 

４．不適切。建物譲渡特約付借地権（同第 24 条）は、建物の譲渡により借地権が消滅する

が、当該建物の使用を継続する賃借人が借地権設定者に対して請求をしたときには、

賃借人と借地権設定者との間で、期間の定めのない建物賃貸借契約がされたものとみ
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なされる。 

＜借地権の種類と概要＞ 

  種類 

 

項目 

普通借地権 定期借地権 

事業用定期借地権等 
建物譲渡特約

付借地権 
事業用定

期借地権 

事業用借

地権 

存続期間 30 年以上 50 年以上 
30 年以上 

50 年未満 

10 年以上 

30 年未満 
30 年以上 

利用目的 制限なし 制限なし 

事業用 

（一部でも居住用があ

ってはならない） 

制限なし 

契約方式 制限なし 

特約は公正証

書等の書面で

行う 

設定を目的とする契約は

公正証書で行う 
制限なし 

契約の

更新 

最初の更新：

20 年、2 回目

以降：10 年 

＊地主が更新

の拒絶をする

ためには、正

当事由が必要 

更新しない

（更地で返

還） 

更新しない 

（更地で返還） 

建物の譲渡によ

り借地権消滅 

 

問題 44 正解 ２ 難易度Ｂ 

＊ 都市計画法の開発許可制度は、民間の宅地開発を都市計画に沿うように誘導すること

で、乱開発を防止し、暮らしやすい街づくりを図ることを目的とした制度である。具

体的には、市街化区域では、一定規模以上の開発行為に公共施設の設置を義務づけて

開発を許可し、市街化調整区域では、原則として開発は認められないが、一定の条件

に当てはまるものについては開発を許可する制度である。 

１．適切。開発行為とは、主として、(1) 建築物の建築、(2)第１種特定工作物（コンクリー

トプラント等）の建設、(3)第 2 種特定工作物（ゴルフコース、１ha 以上の墓園等）の

建設を目的とした「土地の区画形質の変更」をいう。「土地の区画形質の変更」とは、

道路・水路等による区画の変更、または切土、盛土等による土地の形質の変更などを

いう。 

２．不適切。市街化区域内において行う開発行為は、その規模が 1,000 ㎡（3 大都市圏の一

定区域は 500 ㎡）未満の場合は、都道府県知事等の許可を必要としない。 

３．４．適切。市街地再開発事業、土地区画整理事業、都市計画事業、防災街区整備事業

などや非常災害のため応急措置として行う開発行為は、規制対象外の開発行為で、都
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道府県知事等の許可を必要としない。 

 

問題 45 正解 ４ 難易度Ｂ 

１．適切。都市計画区域および準都市計画区域内の建築物の敷地は、原則として建築基準

法上の道路（自動車のみの交通の用に供する道路等は除かれる）に 2ｍ以上接しなけれ

ばならない。建築基準法上の道路とは、原則 4ｍ以上の道路である。ただし、建築基準

法の規定の適用の際、現に建築物が立ち並んでいる幅員 4ｍ未満の道で、特定行政庁の

指定を受けたもの等も道路とみなされる（建築基準法 42 条 2 項に規定されているので、

いわゆる 2 項道路とも呼ばれる）。2 項道路では、道路中心線から 2ｍ敷地後退（いわ

ゆるセットバック）したところが道路境界線とみなされ、このセットバック部分は、

建築物を建築することができないほか、建ぺい率、容積率を算定する際の敷地面積に

も算入することができない。 

２．適切。敷地の前面道路の幅員が 12ｍ未満である建築物の容積率は、原則として、「前面

道路の幅員により定まる容積率」（当該道路幅員（ｍ）×6／10（住居系用途地域内で

は 4／10））と「都市計画で定められた容積率」とのいずれか低い方が上限となる。例

えば、住居系用途地域内で、前面道路の幅員が 6m、都市計画で定められた容積率が

300％の敷地の場合、6×4／10＝240％＜300％なので、240％が容積率となる。 

３．適切。日影規制（日影による中高層の建築物の高さの制限）とは、日照確保のために

建築物が一定時間以上続けて隣家に日影を落とさないようにするための規制で、その

目的から住居系の用途地域などが対象となり、商業地域、工業地域、工業専用地域に

ついては、日影規制は適用されない。 

４．不適切。第一種・第二種低層住居専用地域内の建築物は、10m または 12m のうち、都

市計画で定められた高さを超えてはならないとされている。 

 

問題 46 正解 ４ 難易度Ａ 

１．適切。マンションなどの共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、規約で別段の

定めをしない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。 

２．適切。適切。区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場

合、敷地利用権を専有部分と分離して処分することはできないが、規約で別段の定め

をすることができる。 

３．適切。区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設

の使用方法については、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同

一の義務を負う。 

４．不適切。区分所有建物の建替えは、集会において、区分所有者および議決権の各 5 分

の 4 以上の多数により、その旨の決議をすることが必要である。 

 



28 

 

問題 47 正解 １ 難易度Ａ 

１．不適切。不動産取得税は、土地･建物を取得したときに登記の有無に関係なく課される

税金であるが、相続により不動産を取得した場合には課されない。 

２．適切。不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合には課される。 

３．４．適切。登録免許税は、土地･建物を登記するときに課される税金で、相続や贈与に

より不動産を取得した場合の所有権移転登記であっても課される。 

 

問題 48 正解 ２ 難易度Ａ 

１．適切。土地を譲渡したことによる譲渡所得に係る所得税では、その土地の所有期間に

よって、適用される税率が異なってくるので、取得の日や譲渡の日は大事な要素とな

る。相続（限定承認に係るものを除く）により取得した土地の場合、取得の日や取得

価格は被相続人の取得の日・取得価格を引き継ぐので、設問の場合、取得の日は、原

則として被相続人が取得した日とされる。なお、相続の限定承認の場合には、取得の

日・取得価格は引き継がない。 

２．不適切。土地の譲渡に係る所得については、その土地を譲渡した日の属する年の 1 月 1

日における所有期間が 5 年以下の場合には短期譲渡所得、5 年を超える場合には長期譲

渡所得に区分され、適用される税率が次のように異なってくる。 

＜不動産の譲渡所得の税率＞ 

 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 

３．適切。土地を譲渡する際に不動産業者に支払った仲介手数料は、譲渡所得の金額の計

算上、その土地の譲渡費用に含まれる。 

４．適切。土地の譲渡に係る譲渡所得は、他の所得と分離して課税される。 

  

問題 49 正解 ４ 難易度Ｂ 

１．不適切。（ア）の空欄には「本人」があてはまる。 

２．不適切。（イ）の空欄には「本人」があてはまる。 

３．不適切。（ウ）の空欄には「なし」があてはまる。 

４．適切。（エ）の空欄には「借地人」があてはまる。 

  

表の空欄を埋めると、次のようになる。 
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有効活用の手法 土地の所有名義 

（有効活用後） 

建物の所有名義 本人の建設資金 

負担の要否 

事業受託方式 本人（ア） 本人 あり 

建設協力金方式 本人 本人（イ） なし 

等価交換方式 本人、デベロッパー 本人、デベロッパー なし（ウ） 

定期借地権方式 本人 借地人（エ） なし 

＊ 事業受託方式：土地所有者の依頼を受けた会社が、建物・施設などのプランニング、

事業収支計画、施工、入居者募集、完成後の管理運営などの業務を総合的に引き受け

る土地活用法。 

＊ 建設協力金方式：店舗などのテナント企業が、建物の建築資金を建設協力金として土

地所有者に差し入れ、その資金で建物を建設する土地活用法。 

＊ 等価交換方式：土地所有者が提供する土地の価額とデベロッパーが建築する建物の建

築費との割合で、建物の完成後の土地と建物に関する権利をそれぞれが取得する土地

活用法。 

＊ 定期借地権方式：土地に定期借地権を設定し、長期的に安定した収入が得られる土地

活用法。 

 

問題 50 正解 １ 難易度Ｂ 

１．不適切。ＮＯＩ利回り（純利回り）は、対象不動産より得られる年間の総収入から諸

経費を控除した年間純収益を総投資額で除して算出される利回りであり、不動産の収

益性を図る指標である。 

２．適切。自己資金に借入金を組み合わせる借入金併用型では、対象不動産の収益率が借

入利子率を上回っている場合には、レバレッジ効果が働き、投下した自己資金に対す

る収益率の向上が期待できる。 

＜例＞不動産価格１億円、収益率 10%、自己資金 5,000 万円、借入金 5,000 万円（金

利 5%）とすると･･･ 

収益：不動産価格１億円×収益率 10%＝1,000 万円 

借入金利子：借入金 5,000 万円×金利 5%＝250 万円 

金利を差し引いた収益：1,000 万円－250 万円＝750 万円 

自己資金 5,000 万円に対する収益率：750 万円÷5,000 万円×100＝15% 

→自己資金に対する収益率は向上する 

３．適切。ＩＲＲ法（内部収益率法）は、投資不動産から得られる収益の現在価値の合計

額と投資額が等しくなる割引率（内部収益率）を求める方法で、投資判断においては、

内部収益率が対象不動産に対する投資家の期待収益率を上回っている場合、その投資

は有利であると判定することができる。 

４．ＮＰＶ法（正味現在価値法）による投資判断においては、投資不動産から得られる収
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益の現在価値の合計額が投資額の現在価値の合計額を上回っている場合、その投資は

有利であると判定することができる。 

 

問題 51 正解 ４ 難易度Ｂ 

１．適切。民法上の親族とは、6 親等内の血族、配偶者および 3 親等内の姻族をいう。 

２．適切。特別養子縁組とは、養子の年齢が 6 歳未満などの要件を満たせば成立させるこ

とができる養子縁組であるが、この場合、原則として養子と実方の父母との親族関係

を終了させることができる。なお、特別養子縁組ではない普通養子縁組の場合、養子

は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得するが、実方の父母との間の親子関係

は影響を受けないので、養子となった者は、実親、養親との間の二重の親子関係とな

る。 

３．適切。民法では、「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求

することができる」（第 768 条 1 項）とし、同 2 項では、「前項の規定による財産の分

与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、

当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、

離婚の時から 2 年を経過したときは、この限りでない」としている。 

４．不適切。相続人が被相続人の子である場合、実子と養子、嫡出子と嫡出でない子の別

なく、同順位で相続人となり、相続分も同等である。従来は、嫡出でない子（非嫡出

子）の相続分は、嫡出子の 2 分の 1 であったが、平成 25 年 12 月に民法が改正され、

嫡出子の相続分と同等となった。 

 

問題 52 正解 ３ 難易度Ａ 

１．適切。贈与税の課税対象となるのは、個人から個人への贈与の場合で、法人から個人

へと財産が贈与された場合、受贈者の一時所得または給与所得として所得税が課され、

贈与税は課されない。 

２．適切。贈与税では、扶養義務者から生活費は原則非課税であるが、生活費という名目

で受け取った金銭であっても、これを投資目的の株式の購入代金に充当した場合には、

贈与税の課税対象となる。 

３．不適切。相続により財産を取得した者が、その相続開始の年に被相続人から贈与によ

り取得した財産がある場合、その贈与財産は相続税の課税対象となり、贈与税の課税

対象とはならない。 

４．適切。個人から受ける年末年始の贈答、祝物または見舞い等のための金品であって、

社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認

められるものについては、贈与税は課されない。 
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問題 53 正解 ３ 難易度Ｂ 

１．適切。贈与税の申告書の提出先は、原則として、贈与により財産を取得した者の納税

地の所轄税務署長である。 

２．適切。贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年 2 月 1 日か

ら 3 月 15 日である。 

３．不適切。贈与税の納付方法は、金銭による一括納付が原則であるが、所定の要件を満

たせば延納（年賦での納付）が認められる。ただし、相続税の場合の物納（一定の相

続財産による納付）の制度は、贈与税にはない。 

４．適切。贈与税の納税義務者は、贈与により財産を取得した者（受贈者）であるが、贈

与をした者（贈与者）は、贈与税の連帯納付義務を負う。 

 

問題 54 正解 １ 難易度Ｂ 

１．不適切。遺産分割は、相続開始後いつでも行うことができるが、相続人が未成年者で

あるため判断力が成熟するのを待ちたいなどの希望がある場合、被相続人は､ 遺言に

よって、5 年以内の期間を定めて､ 遺産の全部又は一部についてその分割を禁止するこ

とができる（民法第 908 条）。 

２．適切。遺産の分割は、遺産に属する物または権利の種類および性質、各相続人の年齢、

職業、心身の状態および生活の状況その他一切の事情を考慮して行うものとされてい

る（同第 906 条）。 

３．適切。遺産の分割について、共同相続人間で協議が調わないとき、または協議をする

ことができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することがで

きる（同第 907 条 2 項）。 

４．適切。協議分割においては、共同相続人全員が合意すれば、必ずしも法定相続分に従

って遺産を分割する必要はない。 

 

問題 55 正解 ２ 難易度Ｂ 

１．相続の放棄をした者であっても、契約者（＝保険料負担者）および被保険者を被相続

人とする生命保険契約に基づいて受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる。 

２．相続または遺贈により財産（みなし相続財産を含む）を取得した者が、その相続開始

前 3 年以内に被相続人から暦年課税による贈与により取得した財産は、相続税の課税

対象となるが、相続・遺贈により財産を取得しなかった者については、3年以内贈与財

産は、相続税の課税対象とならない。 

３．被相続人に対する給与のうち、相続開始時において支給期の到来していないもので、

被相続人の死亡後 3年以内に支給が確定したものは、相続税の課税対象となる。 

４．被相続人から贈与により取得した財産で相続時精算課税制度の適用を受けているもの

は、相続税の課税対象となる。 
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問題 56 正解 ４ 難易度Ｂ 

１．適切。類似業種比準方式により評価を行う場合、1株当たりの年配当金額・年利益金額・

純資産価額（帳簿価額）を比準要素として、次のように計算して評価する。 

 

 上記算式中の「Ａ」、「 」、「 」、「 」、「Ｂ」、「Ｃ」、「Ｄ」は、そ

れぞれ次による。 

「Ａ」＝類似業種の株価 

「 」＝評価会社の 1株当たりの配当金額 

「 」＝評価会社の 1株当たりの利益金額 

「 」＝評価会社の 1株当たりの純資産価額（帳簿価額によって計算した金額） 

「Ｂ」＝類似業種の 1株当たりの配当金額 

「Ｃ」＝類似業種の 1株当たりの年利益金額 

「Ｄ」＝類似業種の 1株当たりの純資産価額（帳簿価額によって計算した金額） 

(注 1) 類似業種比準価額の計算に当たっては、 、 及び の金額は 1株当た     

りの資本金等の額を 50円とした場合の金額として計算する。 

（注2）上記算式中の「0.7」は、中会社の株式を評価する場合には「0.6」、小会社の

株式を評価する場合には「0.5」とする。 

２．適切。純資産価額方式による株式の価額は、評価会社の課税時期における資産を原則

として相続税の評価額に評価替えした合計額から負債の金額の合計額および評価差額

に対する法人税額等相当額を差し引いた残りの金額を課税時期の発行済株式数で除し

た金額により評価する。 

３．適切。取引相場のない株式は、原則として、会社規模によって下記のように評価する

（同族株主等の場合）。会社規模は、従業員数、総資産価額、取引金額の3つの要素に

よって判定する。 

大会社 「類似業種比準価額」（注1） 

中会社 大 併用方式「類似業種比準価額×0.90＋純資産価額×0.10」（注1） 

中 併用方式「類似業種比準価額×0.75＋純資産価額×0.25」（注 1） 

小 併用方式「類似業種比準価額×0.60＋純資産価額×0.40」（注 1） 

小会社 「純資産価額」（注2） 

（注1）純資産価額の方が低い場合には、純資産価額。 

（注2）「類似業種比準価額×0.50＋純資産価額×0.50」の方が低い場合には、この併

用方式。 
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  規模区分が中会社と判定された評価会社の株式を取得した場合、当該株式の価額は、

原則として、類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式により評価する。この場

合、類似業種比準価額のウェイト（Ｌの割合）は、「中会社の大」は 0.90、「中会社の

中」は 0.75、「中会社の小」は 0.60 である。 

４．不適切。取引相場のない株式は、原則として、類似業種比準価額方式、純資産価額方

式、併用方式により評価するが、同族株主以外の株主等が取得した株式については、

その株式の発行会社の規模にかかわらず原則的評価方式に代えて特例的な評価方式の

配当還元方式で評価する。配当還元方式による株式の価額は、その株式の１株当たり

の年配当金額を 10％で還元した元本の金額で評価する。 

 

問題 57 正解 １ 難易度Ｂ 

１．適切。宅地の価額は、登記上の一筆ごとではなく、利用の単位となっている一画地ご

との単位で評価する。例えば、評価する宅地のうちに、自用地の部分、借地権の目的

となっている部分、貸家建付地となっている部分がある場合には、これらをそれぞれ

別個に区分して評価する。また、その宅地が登記上は2筆の宅地であっても一体として

利用している場合は、その2筆の宅地全体を1画地として評価する。 

２．不適切。宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式とがあり、路線価方式は路線価

が定められている地域の評価方法であり、倍率方式は路線価が定められていない地域

の評価方法である。評価に用いる路線価は路線価図により、倍率は評価倍率表により

公表されている。 

３．不適切。路線価方式における路線価とは、路線に面している標準的な宅地の 1 ㎡当た

りの価額である。 

４．不適切。倍率方式における倍率とは、評価する宅地の固定資産税評価額に乗ずる倍率

のことをいう。 

 

問題 58 正解 ２ 難易度Ｂ 

１．適切。自用家屋の価額は、「固定資産税評価額×1.0」の算式により計算した金額により

評価する。 

２．不適切。貸家の価額は、「自用家屋としての評価額×（1－借家権割合×賃貸割合）」の

算式により計算した金額により評価する。 

３．適切。借家権は、この権利が権利金等の名称をもって取引される慣行のない地域にあ

るものについては、評価しない。 

４．適切。家屋の所有者が有する家屋と構造上一体となっている設備の価額については、

その家屋の価額に含めて評価する。 
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＜参考＞相続税評価額の算式 

・貸家建付地：自用地評価額×（１－借地権割合×借家権割合×賃貸割合） 

・借地権：自用地評価額×借地権割合 

・貸宅地：自用地評価額×（１－借地権割合） 

・貸家：固定資産税評価額×（１－借家権割合×賃貸割合） 

 

問題 59 正解 ４ 難易度Ｂ 

１．適切。遺言により遺産分割方法を指定しておくことは、遺産分割における共同相続人

間のトラブルの発生を防止するのに効果的である。 

２．適切。財産の大半が不動産である場合、不動産の一部を売却し、現金化しておくこと

は、遺産分割対策として有効な方法の一つである。 

３．適切。代償分割を予定している場合、特定の財産（遺産）を取得する相続人は、他の

相続人に対して代償債務を負担しなければならないため、相続開始前に代償債務の履

行財源（現金その他の財産）を確保しておくことが望ましい。 

４．不適切。代償分割により特定の財産（遺産）を取得した相続人から他の相続人に交付

された代償財産が不動産や株式の場合、その不動産や株式を交付した相続人には、譲

渡所得として所得税が課せられる。 

 

問題 60 正解 ３ 難易度Ａ 

１．適切。オーナー経営者への役員退職金の支給は、自社株式の評価額を引き下げる効果

が期待できることに加え、相続時における納税資金の確保にもつながる。 

２．適切。オーナー経営者への役員退職金の支払い原資の準備として、契約者（＝保険料

負担者）および死亡保険金受取人を法人、被保険者をオーナー経営者とする長期平準

定期保険や逓増定期保険などの生命保険に加入することが考えられる。 

３．不適切。オーナー経営者が死亡したときの相続税額の負担を軽減することを優先して、

オーナー経営者が保有する自社株式の大半を経営に関与しない第三者に生前に移転す

れば、経営権の問題や事業承継条の問題が生じる。 

４．適切。納付すべき相続税額について、延納によっても金銭で納付することを困難とす

る事由がある場合には物納が認められているが、物納に充てることができる財産の種

類には申請順位があり、第 1 順位には国債、地方債、不動産、上場株式などが挙げら

れる。 

 


