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平成 29年９月 ２級ＦＰ技能検定／実技試験＜生保顧客資産相談業務＞ 

解答と解説 

 

第１問 

問１ 
  
①779,300（円）  ②1,485,789（円） 

問２ 
   

①イ  ②ホ ③ト ④ル 

問３ 
   
  ①○ ②× ③× 

第２問 

問４ 
 
  ①ホ ②ヌ ③ロ 

問５ 
     
    ①チ ②ヘ ③イ ④ハ 

問６ 
 
①○ ②○ ③○ 

第３問 

問７ 
 

①31（年）  ②1,570（万円） ③1,715（万円） 

問８ 
 
①5,300（万円） ②3,150（万円） ③2,150（万円）  

問９ 
   
  ①j○ ②× ③× ④○ 

第４問 

問 10 
 
  ①ニ ②イ ③チ 

問 11 
 
①○ ②○ ③× 

問12 
   

①8,400,000（円）  ②1,010,000（円） ③612,500（円） 
第５問 

問 13 
 

①4,800（万円） ②2,620（万円） ③1億 2,260（万円） 

問 14 
   
  ①○  ②○ ③× 

問 15 
   

①ニ  ②イ ③ト ④チ 

 

＜合格基準＞50点満点で30点以上 

（注）１．各問題の配点は、公表されていない。 

   ２．計算問題では、計算過程も示して解答するものもある。 
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【第 1 問】 

《問１》 正解 ①779,300（円）  ②1,485,789（円）  難易度 Ｂ 

原則として、Ａさんが 65 歳から受給することができる老齢基礎年金と老齢厚生年金の年

金額は、次のようになる。 

①老齢基礎年金の額 

老齢基礎年金の年金額は、基本的には、次のように計算される（平成 29 年度価額）。 

           保険料納付済月数 
   779,300 円× ――――――――――――  
           40 年×12 月（480 月） 

 ただし、保険料免除期間がある場合、次の期間が分子に加算される。 

・平成 21 年 3 月以前：全額免除月数×1/3＋3/4 免除月数×1/2＋半額免除月数×2/3＋

1/4 免除月数×5/6 

・平成 21 年 4 月以降：全額免除月数×1/2＋3/4 免除月数×5/8＋半額免除月数×3/4＋

1/4 免除月数×7/8 

 Ａさんの年金額の計算の分子に算入される月数は、20 歳以上 60 歳になるまでの厚生年金

保険被保険者期間 480 月となるので、老齢基礎年金の年金額は、次のようになる。 

          480 月   
   779,300 円×――――― ＝779,300 円 
          480 月 

   

②老齢厚生年金の額 

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（本来水準による価額） 

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 280,000 円。 

（注 2）Ａさんの場合、設例より 144 月。Ａさんは、18 歳から厚生年金保険に加入し

ている。老齢基礎年金の計算では、20 歳未満の被保険者期間は年金額計算に算

入されないが、老齢厚生年金の計算では、20 歳未満の被保険者期間も年金額計

算に算入される。 
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（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 420,000 円。 

（注 4）Ａさんの場合、設例より 351 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 
280,000 円× ―――― ×144 月＋420,000 円× ――――×351 月＝1,095,289 円 

                    1,000                           1,000 

   （円未満四捨五入） 

ⅱ）経過的加算 

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、当分の間は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 歳以後働く場合には、

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 月が上限であることに留意する。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

とにも留意する。Ａさんの場合、20 歳以上の厚生年金保険の被保険者期間は、480 月であ

る。したがって、経過的加算は次のようになる。 

                     480 月 
1,625 円×480 月 － 779,300 円× ――――― ＝700 円 

480 月 
ⅲ）加給年金額 

 厚生年金保険の被保険者期間が 20 年以上ある人などが、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。 

（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） 

1,095,289 円＋700 円＋389,800 円＝1,485,789 円 
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《問２》正解 ①イ  ②ホ ③ト ④ル  難易度 Ｃ 

Ⅰ 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＞   

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 

Ａさんの場合、確定給付企業年金の加入者であるので、Ａさんが個人型年金に加入した

場合、拠出できる掛金の限度額は、月額「12,000」円となる。 

Ⅱ 個人型年金のメリットの１つとして、税制の優遇措置が挙げられる。拠出する掛金は

全額、小規模企業共済等掛金控除として「所得控除」の対象となり、運用益は課税され

ない。また、老齢給付金を年金で受け取った場合、当該給付金は「雑所得」として課税

の対象となるが、公的年金等控除の適用がある。なお、老齢給付金を一時金で受け取っ

た場合には、当該給付金は退職所得となり、退職所得控除の適用がある。 

Ⅲ 個人型年金は、将来の年金受取額が加入者の指図に基づく運用実績により左右される

年金制度であり、運用がうまくできなければ、年金額が拠出した掛金の総額を下回る可

能性がある。また、「国民年金基金連合会」に対して、加入時に 2,777 円、毎月の掛金拠

出時に月額 103 円の手数料のほか、証券会社等の運営管理機関等が定める手数料を負担

する必要がある。 

 

《問３》正解 ①○ ②× ③× 難易度 Ｂ 

① 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。Ａさんは、通算加入者等期間が 10 年以上となるため、60 歳から老齢給付金を
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受け取ることができる。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。 

② 不適切。上記問 2 の解説の通り、国民年金の第 3 号被保険者も、平成 29 年 1 月から個

人型年金に加入して掛金を拠出することができるようになった。 

③ 不適切。個人型年金では、掛金の拠出額は、毎年 4 月から翌年 3 月の間で年 1 回変更

（増額･減額）することができる。また、掛金の拠出を停止するや再開することはいつ

でもできる。 

 

【第 2 問】 

《問４》正解 ①ホ ②ヌ ③ロ 難易度 Ａ 

① ホ（1,140）万円 

必要保障額を求める際には、万一の場合に必要な遺族の生活費や別途必要資金の総額か

ら、遺族年金・死亡退職金・預貯金などの収入を差し引き、その不足分を必要保障額の目

安とする方法が一般的に用いられる。A さんの現時点での必要保障額の計算は、以下のステ

ップで行う。 

（A）残された家族に必要な支出 

a：末子独立後の妻 B さんの生活費＝現在の年間生活費×50％×B さんの平均余命 

30 万円×50％×38 年＝6,840 万円 

b：別途必要資金 

・長男 C さんの結婚援助資金：200 万円 

・A さんの死亡整理資金（葬儀費用等）：300 万円 

・緊急予備資金：300 万円 

200 万円＋300 万円＋300 万円＝800 万円 

a＋b＝6,840 万円＋800 万円＝7,640 万円（A） 

（B）収入見込み額 

・死亡退職金見込額とその他金融資産の合計額：2,000 万円 

・妻 B さんが受け取る公的年金等の総額：4,500 万円 

2,000 万円＋4,500 万円＝6,500 万円（B） 

＊ 必要保障額 

（A）－（B）＝7,640 万円－6,500 万円＝1,140 万円 

 

② ヌ（4,000）万円 

（C）A さんが現時点で死亡（不慮の事故以外）した場合の死亡保険金額 

終身保険 200 万円＋定期保険特約 2,000 万円＋特定疾病保障定期保険特約 300 万円＝

2,500 万円（C） 

（D）A さんが不慮の事故で 180 日以内に死亡した場合に上乗せされる死亡保険金額 
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・傷害特約：500 万円 

・災害割増特約：1,000 万円 

500 万円＋1,000 万円＝1,500 万円（D） 

（C）＋（D）＝2,500 万円＋1,500 万円＝4,000 万円 

 

③ ロ（6）ヵ月以内 

リビング・ニーズ特約とは、被保険者の余命が 6 ヵ月以内と判断される場合、生存中に、

死亡保険金の範囲内でリビング・ニーズ保険金として受け取れるものである。 

 

《問５》正解 ①チ ②ヘ ③イ ④ハ 難易度 Ａ 

① チ（市町村（特別区を含む）） 

介護保険制度では、常時介護を必要とする状態（要介護状態）になった場合や、家事や

身支度等の日常生活に支援が必要になった場合（要支援状態）に介護サービスを受けるこ

とができる。要介護状態や要支援状態にあるかどうか、要介護状態にあるとすればどの程

度かの判定を行うのが要介護認定であり、保険者である市町村（特別区を含む）に設置さ

れる介護認定審査会で判定される。 

② ヘ（65）歳 

公的介護保険制度では、65 歳以上の第 1 号被保険者と 40 歳から 65 歳未満の第 2 号被保

険者に分かれる。第 2 号被保険者が介護保険サービスを利用できるのは、老化に起因して

発症した 16 種類の特定疾病が原因となって、介護が必要であると認定された場合に限る。 

③ イ（1）割 

公的介護保険制度を使って介護サービスを受ける場合、1 ヵ月の上限額（支給限度額）が

要介護度によって決まっている。その限度額内であれば、原則として 1 割の自己負担で介

護サービスを受けることができる。 

④ ハ（2） 

65 歳以上の第１号被保険者で、一定以上の所得がある人が公的介護保険を使って介護サ

ービスを受ける場合、自己負担割合は 2 割となる。2 割負担の対象となる人は以下の通り。 

・本人の年間合計所得金額が 160 万円以上の人 

・本人の年金収入＋その他の合計所得金額が 280 万円以上の人 

・本人の世帯内で他に第 1 号被保険者がいる場合、その人の年金収入＋その他の合計所得

金額まで合わせた総額が 346 万円以上の人 

 

《問６》正解 ①○ ②○ ③○    難易度 Ａ 

① 適切。問 4 でみたように、A さんの現時点での必要保障額（1,140 万円）より加入中の

生命保険の死亡保険金額（2,500 万円、4,000 万円）のほうが大きいため、特約を減額

あるいは解約することを検討するのは適切である。現在販売されている生命保険には、
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公的介護保険の要介護度や身体障害者福祉法に連動して保険金が支払われるものがあ

る。 

② 適切。契約転換制度とは、現在の契約の積立部分等を「転換（下取り）価格」として

新しい契約の一部にあてる方法で、元の契約は消滅する。「転換（下取り）価格」を主

契約のみに充当、定期保険特約部分のみに充当、両方に充当する方法があり、主契約

と特約の組み合わせや、それぞれの保障額などを総合的に変更することができる。こ

れらの内容が転換前と転換後でどのように変わるのか、よく確認し納得したうえで契

約する必要がある。 

③ 適切。定期保険特約付終身保険の更新時には、定期保険特約部分の保険料が更新時の

年齢で再計算されるため、更新前と同じ保障内容で更新すると、更新後の保険料は上

昇する。更新時の必要保障額と支出可能な保険料とのバランスを考えることが重要で

ある。 

 

【第 3 問】 

《問 7》 正解 ①31（年）  ②1,570（万円） ③1,715（万円）  難易度 Ａ 

 退職所得の金額は、次のようにして計算される。 

●退職所得の金額＝｛収入金額（源泉徴収される前の金額）－退職所得控除額｝×1／2 

●退職所得控除額の計算 

勤続年数（A） 退職所得控除額 

20 年以下 40 万円×A (80 万円に満たない場合は、80 万円) 

20 年超 800 万円＋70 万円×（A－20 年） 

（注）1 年未満の端数がある場合はその端数を 1 年に切り上げる 

 したがって、設問の場合は、次のようになる。 

〈退職所得控除額〉 

800 万円＋70 万円×（31 年（①）－20 年）=1,570（②）万円 

〈退職所得の金額〉 

（5,000 万円－1,570 万円）×1／2＝1,715（③）万円 

 

《問８》正解 ①5,300（万円） ②3,150（万円） ③2,150（万円）  難易度 Ｂ 

X 社が加入している無配当逓増定期保険は、保険期間開始から当該保険期間の 60%に相

当する期間において、支払保険料の 2 分の 1 に相当する金額を資産計上し、残りの 2 分の 1

を定期保険料として損金算入する。 

この保険契約を現時点で解約すると解約返戻金 5,300 万円を受け取るため、現金・預金

という資産が増加する。一方、これまで前払保険料として資産計上してきた 6,300 万円の 2

分の 1 の 3,150 万円を取り崩す。5,300 万円と 3,150 万円の差額である 2,150 万円は雑収入

となる。したがって解約返戻金受取時の経理処理は以下のようになる。 
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借 方 貸 方 

現金・預金       5,300 万円（①） 前払保険料       3,150 万円（②） 

雑収入         2,150 万円（③） 

 

《問９》正解 ①○ ②× ③× ④○  難易度Ｂ 

① 適切。現時点で逓増定期保険を払済終身保険に変更したうえで継続し、A さんが勇退す

るときに契約者を法人から A さんに、死亡保険金受取人を法人から A さんの配偶者等

に名義変更することにより、解約返戻金相当額を退職金の一部として現物給付するこ

とができる。 

② 不適切。逓増定期保険を払済保険に変更した場合、それまで資産計上していた前払保

険料から解約返戻金を差し引いた金額を雑収入として益金計上し、その時点での解約

返戻金を保険積立金として資産計上する。したがって、変更した事業年度の経常利益

が大きく減少することはない。 

③ 不適切。逓増定期保険の解約返戻金は契約後一定期間でピークを付け、それ以降は徐々

に減少していき、保険期間満了時にはゼロになる。A さんが被保険者である逓増定期保

険は 73 歳満了で、10 年後の A さんの年齢は 70 歳であることから、10 年後の解約返

戻金の返戻率はゼロに近くなっている。したがって、10 年後の勇退時の退職金準備手

段として、現在加入中の逓増定期保険を継続することは不適切である。 

④ 適切。特定疾病保障保険とは、死亡や高度障害保障以外に、特定疾病（がん・脳卒中・

急性心筋梗塞）に罹り、所定の状態になった場合に保険金が生前給付されるものであ

る。したがって、A さんを被保険者とし、契約者と受取人を法人とする特定疾病保障保

険への加入を選択肢として提案することは適切である。 

 

【第 4 問】 

《問 10》正解 ①ニ ②イ ③チ 難易度 Ｂ 

Ⅰ 所得控除は基礎控除を含め 14 種類あるが、そのうち雑損控除、「医療費控除」および

寄附金控除の３種類の所得控除については、年末調整では適用を受けることができない

ため、これらの控除の適用を受けるためには所得税の確定申告が必要となる。 

Ⅱ 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、パートタイマーとして給与収入100万円を得ているので、給与所得の金額は、100万

円－65万円（給与所得控除額）＝35万円となり、他に所得がないので、35万円が合計所

得金額となる。したがって、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
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者（70歳以上）は48万円である。 

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。 

なお、配偶者控除･配偶者特別控除の取扱いが平成30年以後、下記のように改正されるの

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） 

 

＜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。 

（平成 30 年分以後） 

＜配偶者控除＞ 

・同 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） 

＜配偶者特別控除＞ 

・同 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 

＊1,000 万円を超えた場合は適用なし。 

 

Ⅲ 給与所得者の場合、①給与収入が 2,000 万円を超える場合、②給与所得・退職所得以

外の所得金額の合計額が 20 万円を超える場合（注）、③2 ヵ所以上から給与を受けている

場合、確定申告が必要となる。 

 （注）一時所得の金額は、総収入金額からその収入を得るために支出した費用を差し引

き、さらに特別控除額（50 万円）を差し引いた金額で、総所得金額に算入されるの

は、この一時所得の金額をさらに 1／2 にした金額である。確定申告をする必要があ

るか否かを判断する場合は、一時所得の金額を 1／2 にした金額が 20 万円を超える

か否かで判断する。 

Ａさんは、総所得金額に算入される一時所得の金額が 20万円を超えるため（問 12参照）、

所得税の確定申告をしなければならない。平成 29 年分の所得税の確定申告書は、原則と

して、翌年の平成 30 年「2 月 16 日から 3 月 15 日」までの間に納税地の所轄税務署長に

提出しなければならない。 

 

《問 11》正解 ①○ ②○ ③×  難易度 Ｂ 

① 適切。5年以内に満期になる一時払養老保険や、5年を超える契約でも、一時払養老保
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険、一時払変額保険（有期型）、一時払個人年金保険・一時払変額個人年金保険（いず

れも確定年金の場合）を契約から5年以内に解約した場合は、金融類似商品として、

20.315％の源泉分離課税の取り扱いとなる。しかし、一時払終身保険の解約返戻金は、

契約から解約までの期間に関係なく（5年以内の解約であっても）、一時所得として総

合課税の対象となる。 

② 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）、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（給与収入の場合、103 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。 

長女Ｄさん（17歳）は、一般の控除対象扶養親族に該当し特定扶養親族には該当しな

いので、Ａさんが適用を受けることができる長女Ｄさんに係る扶養控除の額は38万円

となる。なお、長男Ｃさんは、20歳で合計所得金額が38万円以下となるので、特定扶

養親族として63万円の扶養控除を受けることができる。 

③ 不適切。ふるさと納税の寄附金控除の適用について、給与所得者が寄附を行う場合は

確定申告を不要とする『ふるさと納税ワンストップ特例制度』を利用することができ

る。ただし、寄附者が確定申告を行った場合、または1年間に5自治体を超える寄附を

行った場合は、この特例を利用することができない。なお、6回以上ふるさと納税を行

っても、5自治体以内であればワンストップ特例制度を利用することができる。 

 

《問 12》正解 ①8,400,000（円）  ②1,010,000（円） ③612,500（円） 難易度 Ｂ 

＊ 表の空欄を埋めると、次のようになる。 

 

 

 

 

 

給与所得の金額：1,000 万円－220 万円（注）＝780 万円 

（注）給与所得控除額：1,000 万円×10％＋120 万円＝220 万円 

8,400,000 円 

（①） 

一時所得の金額： 

解約返戻金             一時払い保険料        特別控除 

（1,200 万円＋970 万円）－（1,000 万円＋1,000 万円）－50 万円 

＝120 万円 

（注）一時所得の金額の 2 分の 1 が総所得金額に算入される。 
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(a)総所得金額 

総所得金額：780 万円＋120 万円×1／2＝840 万円 

 社会保険料控除 ―― □□□円 

生命保険料控除 ―― 100,000 円 

地震保険料控除 ―― 50,000 円 

寄附金控除 ―― □□□円 

配偶者控除  ―― 380,000 円 

扶養控除 扶養控除の要件・控除額：問 11 参照 

→長男Ｃさん（20 歳）：特定扶養親族に該当し、

控除額は 63 万円  

→長女Ｄさん（17 歳）：一般の扶養親族に該当し、

控除額は 38 万円 

63 万円＋38 万円＝101 万円 

1,010,000 円 

（②） 

基礎控除 誰でも 38 万円の基礎控除を受けることができる 380,000 円 

(b)所得控除の額の合計額： 3,200,000 円 

(c)課税総所得金額：（a－b） 

8,400,000 円－3,200,000 円＝5,200,000 円 

5,200,000 円 

 

(d)算出税額：（c に対する所得税額） 

5,200,000 円×20％－427,500 円＝612,500 円 

612,500 円 

（③） 

 

【第 5 問】 

《問 13》正解 ①4,800（万円） ②2,620（万円） ③1億 2,260（万円） 難易度 Ａ 

(a) 課税価格の合計額：4 億 8,000 万円 

(b) 遺産にかかる基礎控除額 

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、法定相続人の数は、妻 B さん、長男 C さん、長女 D さんの 3 人なので、基

礎控除額は次のようになる。 

3,000 万円＋600 万円×3 人＝4,800 万円（①） 

＊課税遺産総額（ａ－ｂ） 

   4 億 8,000 万円－4,800 万円＝4 億 3,200 万円 

(c) 相続税の総額 

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
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ず、法定相続分通りに相続したものとみなして計算する。 

・妻 B さんの相続税の総額の基となる税額 

4 億 3,200 万円×1／2＝2 億 1,600 万円 

2 億 1,600 万円×45％－2,700 万円＝7,020 万円 

・長男 C さんの相続税の総額の基となる税額 

4 億 3,200 万円×1／2×1／2＝1 億 800 万円 

1 億 800 万円×40％－1,700 万円＝2,620 万円（②） 

・長男 C さんの相続税の総額の基となる税額 

  長男 C さんと同じ＝2,620 万円 

相続税の総額 

  7,020 万円+2,620 万円×2 人＝1 億 2,260 万円（③） 

 

《問 14》正解 ①○  ②○ ③×  難易度 Ｂ 

①  適切。被相続人の居住の用に供されていた宅地等を配偶者が取得した場合、たとえ相

続税の申告期限までに売却したとしても，『特定居住用宅地等』として、「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できる。なお、

配偶者ではなく被相続人と同居していた親族などが取得した場合には、その宅地等を

相続税の申告期限まで有していることが要件である。 

② 適切。死亡保険金額を 1,500 万円、契約者（＝保険料負担者）および被保険者をＡさ

ん、死亡保険金受取人を長男Ｃさんとする終身保険に加入すると、死亡保険金は相続

税の課税対象となるが、死亡保険金の非課税金額「500 万円×3 人（法定相続人の数）

＝1,500 万円」を差し引くことができるので、死亡保険金自体には相続税がかからず、

非課税金額の適用を最大限活用することができる。 

③ 不適切。遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して最低限の遺産相続分

を保証する相続割合のことをいうが、遺留分の割合は全体で被相続人の財産の 1／2（直

系尊属のみが相続人の場合は 1／3）で、各人の遺留分は、1／2（1／3）×各人の法定

相続分となる。 

設問の場合、相続人が配偶者と子 3 人なので、長女Ｄさんの遺留分は、1／2（遺留分

の割合）×1／4（法定相続分）＝1／8 となる。遺留分算定の基礎となる財産の価額が 4

億円の場合、長女Ｄさんの遺留分の金額は、4 億円×1／8＝5,000 万円となる。 

 

《問 15》正解 ①ニ  ②イ ③ト ④チ 難易度 Ｂ  

Ⅰ Ｘ社株式の相続税評価額の計算上の規模区分は「大会社」なので、Ｘ社株式は、原則

として類似業種比準方式により評価される。類似業種比準価額は、類似業種比準価額は、

類似業種の株価ならびに１株当たりの「配当金額」（①）、利益金額および簿価純資産価

額を基として計算する。配当金額、利益金額および簿価純資産価額が高い会社は株式の
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評価額が高くなる。 

Ⅱ 平成 29 年度税制改正において、類似業種比準方式の見直しが行われ、配当金額、利益

金額、簿価純資産価額の比重が従来の 1：3：1 から「1：1：1」（②）に改正された。こ

れらの改正は、平成 29 年 1 月 1 日以後の相続・贈与等により取得した取引相場のない株

式の評価から適用されている。 

＜類似業種比準方式の計算方法＞ 

 

 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。 

Ⅲ 『非上場株式等についての贈与税の納税猶予』の特例とは、後継者である受贈者が、

贈与により、経済産業大臣の認定を受ける非上場会社の株式等を贈与者（先代経営者）

から全部又は一定数以上取得し、その会社を経営していく場合には、その後継者が納付

すべき贈与税のうち、その非上場株式等の贈与に係る贈与税額の「全額」（③）の納税が

猶予され、先代経営者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税の納付が免除され

る特例である。なお、本特例の対象となる株式は、発行済議決権株式の総数の「3 分の 2」

（④）に達するまでの部分に限られる。 

また、相続税における同様の特例に、「非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例」

があるが、この特例は、後継者である相続人等が相続により非上場株式等を被相続人（先

代経営者）から取得し、その会社を経営していく場合には、その後継者が納付すべき相

続税のうち、その非上場株式等（一定の部分に限る）に係る課税価格の 80％に対応する

相続税の納税が猶予され、後継者の死亡等により、納税が猶予されている相続税の納付

が免除される。 


