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平成 29 年９月 ２級ＦＰ技能検定／実技試験＜資産設計提案業務＞ 

解答と解説 

 

＜正解＞ 

問１ (ア)○ (イ)○ (ウ)× (エ)○ 問 21 ３ 

問 2 ４ 第 7 問 

第 2 問 問 22 506(万円) 

問 3 (ア)× (イ)○ (ウ)× (エ)× 問 23 261(万円) 

問 4 １ 問 24 701(万円) 

問 5 1.904％ 第 8 問 

問 6 28.2％ 問 25 1,650,000(円) 

第 3 問 問 26 22,023,000(円) 

問 7 (ア)× (イ)× (ウ)× (エ)○ 問 27 960,000(円) 

問 8 (ア)× (イ)○ (ウ)× (エ)○ 第 9 問 

問 9 ３ 問 28 1,650(万円) 

問 10 ２ 問 29 ４ 

第 4 問 問 30 ４ 

問 11 (ア)9(万円)  (イ)170(万円) 

(ウ)160(万円) 

問 31 ２ 

問 12 ２ 問 32 (ア)× (イ)○ (ウ)○ 

問 13 (ア)× (イ)○ (ウ)× 問 33 ４ 

問 14 (ア)○ (イ)× (ウ)○ (エ)× 第 10 問 

第 5 問 問 34 10,390(万円) 

問 15 １ 問 35 ３ 

問 16 ２ 問 36 1,120 (万円) 

問 17 ２ 問 37 ２ 

問 18 (ア)× (イ)× (ウ)○ (エ)○ 問 38 (ア)２ (イ)６ (ウ)７ 

第 6 問 問 39 (ア)○ (イ)○ (ウ)○ (エ)× 

問 19 (ア)なし (イ)1／2  (ウ)1／4 問 40 ３ 

問 20 １  

＜合格基準＞100 点満点で 60 点以上（各問題の配点は公表されていない） 
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【第１問】 

問１ 正解 (ア)○ (イ)○ (ウ)× (エ)○   難易度Ａ 

（ア）適切。保険募集人の登録をしていないＦＰは、保険の募集を行うことはできないが、

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することは、問題がない。 

（イ）適切。税理士資格を有していないＦＰでも、相続税・贈与税についての一般的な説

明を有償で行うことは、問題がない。なお、税理士資格を有していないＦＰは、具体

的な税務相談や確定申告書などの税務書類を作成することは、無償･有償を問わず、行

うことはできない。 

（ウ）不適切。顧客が保有する戸建て住宅の賃貸の媒介を行う場合には、宅地建物取引業

の免許が必要である。なお、アパートやマンションの所有者が自ら当該建物の賃貸を

業として行う場合には、宅地建物取引業の免許を要しない。宅地建物取引業の免許が

必要とされる宅地建物取引業とは、次の○印の行為をいう。   

 売買 交換 貸借 

自ら業として行う ○ ○ × 

代理を業として行う ○ ○ ○ 

媒介を業として行う ○ ○ ○ 

（エ）適切。弁護士資格を有していないＦＰ（遺言者や公証人と利害関係はない成年者）

でも、公正証書遺言の証人として立ち会い、顧客から報酬を受け取ることは、問題が

ない。 

 

問 2 正解 ４  難易度Ａ 

１．誤り。公表された他人の著作物を自分の著作物に引用する場合、自ら作成する部分が

「主」で引用部分が「従」でなければならない。著作権法第 32 条 1 項では「公表され

た著作物は、引用して利用することができる」とし、この場合において、その引用は、

①公正な慣行に合致するものであり、かつ、②報道、批評、研究その他の引用の目的

上正当な範囲内で行われるものでなければならないとしている。そして、①と②の具

体的な要件については判例で明確になっており、少なくとも自分の著作物と他人の著

作物が明瞭に区分されていること（引用部分の明確化）、自分の著作物が主体であり、

引用する他人の著作物は従たる存在であること（主従関係）、引用しなければいけない

相当の理由があること（必然性）などが必要とされる。 

２．誤り。著作権の目的となっている著作物は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる

限られた範囲内において使用することを目的（私的使用目的）とするときは複製する

ことができるが（著作権法第 30 条）、設問のように、20 名のファイナンシャル・プラ

ンナーが集まる勉強会において、他人の著作物をコピーして教材に使用することは私

的使用目的に当たらないので、著作権者の許諾が必要である。 

３．誤り。法令や通達、裁判所の判決などについては著作権がないので（著作権法第 13 条）、
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自由に引用することができる。 

４．正しい。新聞記事をコピーし、生活者向け講演会の資料として配布する場合、当該新

聞社の許諾が必要である。 

 

【第 2問】 

問３ 正解 (ア)× (イ)○ (ウ)× (エ)× 難易度Ａ 

（ア）不適切。投資信託の収益分配金は運用実績に応じて支払われる。これまで安定的に

収益分配金が支払われてきていたとしても、あくまでも過去の実績に過ぎず、将来

の支払いを保証するものではない。運用実績が悪化すれば、収益分配金が引き下げ

られ、最悪の場合はゼロになることもあり得る。逆に、運用実績が良くなれば、分

配金が引き上げられることもあり得る。 

（イ）適切。＜資料＞上段のファンド名の下に（毎月分配型・為替ヘッジなし）とあり、

為替リスクはヘッジ（回避）しないタイプであることが理解できる。このため、円

安になれば為替差益が得られ、円高になれば為替差損を被るという為替変動リスク

がある。 

（ウ）不適切。投資信託は運用実績型の商品であり、元本保証をうたうことはできない。 

（エ）不適切。＜資料＞の「ファンドの目的・特徴」の 4 行目に、「この投資信託は税法上、

株式投資信託として取り扱われます」とある。株式投資信託は、NISA の対象となっ

ている。 

 

問４ 正解 １ 難易度Ａ 

 １．が正しい。 

（ア）配当利回り（％）＝１株当たり年間配当金÷株価×100 

   YA 株式会社の配当利回＝40 円÷2,000 円×100＝2.00％ 

   YZ 株式会社の配当利回＝30 円÷1,800 円×100＝1.67％ 

   したがって、配当利回りは YA 株式会社のほうが高い。 

（イ）PBR（倍）＝株価÷１株当たり純資産 

   YA 株式会社の PBR=2,000 円÷1,700 円＝1.18 倍 

   YZ 株式会社の PBR=1,800 円÷1,000 円＝1.80 倍 

      PBR は低いほうが、資産価値に比べて株価は割安と評価されるので、YA 株式会社の

ほうが割安といえる。 

 

問５ 正解 1.904％ 難易度Ａ 

最終利回りとは、流通市場で取引されている既発債を時価で購入し、償還期限まで保有

した場合の利回りをいい、計算式は次のとおりである。 
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最終利回り（％）＝
買付価格

残存年数

）－買付価格額面
表面利率＋

100(

×100 

設問の場合、表面利率 1.2％、買付価格 98.00 円、償還までの残存年数 3 年なので、その

最終利回りは次のとおりとなる。 

00.98

3

00.9800.100
2.1

－
＋

×100＝1.9047…％＝1.904（％）（小数点以下第 4 位切り捨て） 

 

問６ 正解 28.2％ 難易度Ａ 

 100 万円で購入した株式が、B の時点で買値より 22％値下がりしたので、B 時点におけ

る株価は 78 万円となっている。C の時点で投資元本の 100 万円を回復するには、22 万円

値上がりすればよい。したがって、上昇率は、 

 22 万円÷78 万円×100＝28.20…％＝28.2（％）（小数点以下第 2 位四捨五入） 

 

【第 3問】 

問 7 正解 (ア)× (イ)× (ウ)× (エ)○ 難易度Ｂ 

（ア）誤り。「不動産の表示に関する公正競争規約」（以下、「公正競争規約」。施行規則含

む）では、徒歩による所要時間は道路距離 80m を 1 分間として表示し、1 分未満の端

数は切り上げることとしている。設問の広告では、××線△△駅から物件までは徒歩 3

分と表示しているので、道路距離は、「80m×2 分＝160m」超「80m×3 分＝240m」以

下である。 

（イ）誤り。マンションの室内は専用部分なので、管理組合の承諾なしで間取りの変更を

することはできるが、玄関ドアは共用部分なので、管理組合に無断で交換をすること

はできない。 

（ウ）誤り。マンションの区分所有者は、必ず管理組合の構成員となる。 

（エ）正しい。取引態様が媒介となっているので、この物件を購入する際、通常、宅地建

物取引業者に媒介契約に係る報酬（仲介手数料）を支払う。 

 

問 8 正解 (ア)× (イ)○ (ウ)× (エ)○ 難易度Ｂ 

（ア）誤り。＜資料＞は、権利部・乙区のもので、抵当権設定に関する事項が記載されて

いる。所有権に関する事項は権利部・甲区に記載されているので、この資料だけでは、

抵当権の設定当時、住吉健さんがこの土地を単独で所有していたかどうかは分からな

い。 

（イ）正しい。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。 
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（ウ）誤り。株式会社ＳＴ銀行の抵当権が設定されていても、別途、ほかの金融機関が抵

当権を設定することはできる。 

（エ）正しい。住吉健さんが株式会社ＳＴ銀行への債務を完済しても、当該抵当権の登記

が自動的に抹消されるわけではない。抵当権抹消の登記をする必要がある。 

 

問 9 正解 ３ 難易度Ｂ 

建物の建築面積（正確ではないが、建物の 1 階部分）の最高限度を求める場合には、建

ぺい率を用いて計算する。 

角地の場合や防火地域に耐火建築物を建てる場合には建ぺい率が緩和されるが、設問の

甲土地にはこうした緩和規程は適用されない。一方、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・乙土地ともにセットバックを要するとあ

る。 

建築基準法上、建築物を建てることができる敷地は、建築基準法上の道路に 2m 以上接し

ていなければならない。建築基準法上の道路とは、原則として 4m 以上の道路をいうが、建

築基準法が施行された当時すでに幅員 4m 未満の道路も多数存していたため、これらも道路

とみなすことにして、建築物の建築を可能とした。ただし、道路中心線から 2m の線が道路

境界線とされ、建築物を建てる場合には敷地をその分後退しなければならない。これをい

わゆるセットバックといい、建築基準法 42 条 2 項に規定されている。甲土地･乙土地にお

いて、それぞれ建築物を建築する際に道路中心線から 2m セットバックすれば、接する道路

は 4m 道路となる。 

建築面積や延べ床面積の最高限度を求める場合にも、セットバックした敷地を基にして

計算される。甲土地の場合、道路中心線（現況道路 3.8ｍ÷2＝1.9ｍ）から 2m 後退するの

で、0.1m セットバックすることになる。したがって、甲土地の奥行は 12ｍ－0.1m＝11.9

ｍとなり、敷地面積は 11.9m×15m＝178.5 ㎡となる。 

建築面積の最高限度は、178.5 ㎡×6／10（建ぺい率）＝107.1 ㎡である。 

 

問 10 正解 ２ 難易度Ｂ 

不動産の譲渡所得は分離課税で、税額は次のようにして計算される。 

  譲渡価額－（取得費（注 1）＋譲渡費用）－特別控除額（注 2）＝課税譲渡所得金額 

  課税譲渡所得金額×税率（注 3）＝税額 

  （注 1）取得費が不明のときや実際の取得費が少額のときは、売却金額の 5％を概算取

得費とすることができる。 

（注 2）居住用財産を譲渡した場合、所有期間の長短にかかわらず、「居住用財産を譲

渡した場合の 3,000 万円の特別控除の特例」を利用することができる。 

（注 3）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「居
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住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例（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 

設問の場合、 

・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）：5,300 万円 

・譲渡費用（合計）：200 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 

とあるので、課税長期譲渡所得の金額は、次のようになる。 

 譲渡価額     概算取得費    譲渡費用   特別控除 

5,300 万円－（5,300 万円×5％＋200 万円）－3,000 万円＝1,835 万円 

＜参考＞ 

税額は、課税長期譲渡所得の金額 1,835 万円に税率を乗じて算出される。税率（所得税

＋住民税。復興特別所得税は考慮しない）は、長期譲渡の 20％か軽減税率の 14％であるが、

設問のケースの場合、相続により取得したとある。相続により不動産を取得した場合には、

取得の日を引き継ぐので、所有期間は被相続人が取得したときから売却したときまでの期

間で計算する。このケースの場合、10 年超所有の居住用財産の譲渡と想定されるので、所

得税と住民税の合計額（復興特別所得税は考慮しない）は次のようになる。 

 課税長期譲渡所得金額   所得税率+住民税率 

1,835 万円  ×    14％  ＝ 256.9 万円 

 

 

【第 4問】 

問 11 正解 (ア)9(万円)  (イ)170(万円)  (ウ)160(万円)  難易度Ａ 

〈資料／保険証券 1〉医療保険 

①疾病入院給付金 病気での入院 1 日につき 日額 5,000 円（入院 1 日目から保障） 

②災害入院給付金 ケガでの入院１日につき 日額 5,000 円（入院 1 日目から保障） 

③手術給付金 手術の種類に応じて入院給付金日額の 10 倍・20 倍・40 倍 

④通院給付金 日額 3,000 円（退院後の通院に限る） 

⑤死亡給付金 死亡したとき 150 万円 
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〈資料／保険証券 2〉終身ガン保険 

⑥ガン診断給付金 初めてガンと診断されたとき 100 万円 

⑦ガン入院給付金 ガン治療目的の入院 1日につき 日額 1万円（入院 1日目から保障） 

⑧ガン手術給付金 ガン治療目的の約款所定の手術を受けたとき 1 回につき 20 万円 

⑨ガン死亡給付金 ガンによる死亡 20 万円 

⑩死亡給付金 ガン以外による死亡 10 万円 

 

（ア）9（万円） 

〈保険証券 1〉 

①5,000 円×12 日＝6 万円 

④3,000 円×10 日＝3 万円 

①＋④＝9 万円 

 

（イ）170（万円） 

〈保険証券 1〉 

①入院給付金：5,000 円×20 日＝10 万円 

③手術給付金：5,000 円×40＝20 万円 

①＋③＝10 万円＋20 万円＝30 万円 

〈保険証券 2〉 

⑥100 万円 

⑦10,000 円×20 日＝20 万円 

⑧20 万円 

⑥＋⑦＋⑧＝100 万円＋20 万円＋20 万円＝140 万円 

〈保険証券 1〉＋〈保険証券 2〉＝30 万円＋140 万円＝170 万円 

 

（ウ）160（万円） 

〈保険証券 1〉 

⑤150 万円 

〈保険証券 2〉 

⑩10 万円 

〈保険証券 1〉＋〈保険証券 2〉＝150 万円＋10 万円＝160 万円 

 

問 12 正解 ２  難易度Ａ 

（ア）払込猶予（期間） 

払込猶予期間とは、期日までに保険料の支払いがなかった場合でも、その後の一定期間

内に支払いがあれば、保険契約を有効に継続させる期間のことである。 
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（イ）自動振替貸付 

自動振替貸付制度とは、解約払戻金がある契約において、払込猶予期間が過ぎても保険

料支払いがない場合に、解約返戻金の範囲内で保険料を自動的に立替えて保険契約を有効

に継続させる制度のことである。 

（ウ）失効 

保険料を支払わなかったことにより、保険契約の効力がなくなり保障が受けられなくな

ることである。 

（エ）復活 

契約が失効した場合、3 年など一定期間内であれば、契約をもとに戻すことができる。こ

れを復活という。復活に際しては、診査または告知と失効期間中の保険料の支払いが必要

である。保険会社によっては所定の利息の払い込みも必要になる。 

 

問 13 正解 (ア)× (イ)○ (ウ)×   難易度Ａ 

（ア）誤り。契約者（保険料負担者）が隆さんである保険契約から隆さん自身が死亡保険

金を受け取ることになるので、相続税ではなく一時所得として所得税の課税対象とな

る。 

（イ）正しい。契約者と被保険者が異なる契約では、保険期間中に契約者が死亡した場合、

新しく契約者となった人が契約の権利を引き継ぐことになる。このため、契約者が死

亡した時点での解約返戻金相当額等が「生命保険契約に関する権利」として相続税の

課税対象となる。 

（ウ）誤り。敏之さんは隆さんに生前贈与を行い、贈与を受けた隆さんは贈与を受けた資

金の中から自身が契約者である終身保険の保険料を負担している。生命保険料控除は

保険料を負担している人が受けられるので、敏之さんは生命保険料控除を受けること

はできない。 

 

問 14 正解 (ア)○ (イ)× (ウ)○ (エ)× 難易度Ａ 

（ア）普通傷害保険は、家庭内や職場内、通勤途上、スポーツ中、旅行中など、日常生活

の中で起る様々なケガを補償する保険である。したがって、就業中の転倒によるケガ

は普通傷害保険の支払い対象となる。 

（イ）対人賠償保険において、被保険自動車を運転中の者またはその父母、配偶者もしく

は子が被害者になった場合は、保険金が支払われないとされている。したがって、車

庫入れで誘導中の母親に誤って車を接触し、負傷させた場合は保険金の支払い対象外

である。 

（ウ）海外旅行傷害保険とは、海外旅行を目的として、家を出てから帰宅するまでに起き

たケガで死亡、後遺障害、入院、通院、手術になった場合に保険金が支払われるもの

である。通常の傷害保険と異なり、旅行先で病気になった場合の治療費や、ウイルス
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性食中毒、細菌性食中毒になった場合も補償されるのが特徴である。 

（エ）個人賠償責任保険とは、日本国内で発生した、自動車事故以外の日常生活の事故に

より、契約者とその家族（別居の未婚の子を含む）が他人にケガをさせたり、他人の

財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合に補償されるものである。た

だし、借りた物や預かった物に対して生じた損害賠償や、被保険者の職務遂行に直接

起因する損害賠償等は補償対象外である。したがって、友人から借りたデジタルカメ

ラを破損し、修理費用を請求されたケースでは保険金は支払われない。 

 

【第 5問】 

問 15 正解 １ 難易度Ｂ 

 退職所得の金額は「（収入金額－退職所得控除額）×1／2」（勤続年数が 5 年以下の役員

等に対して支払う退職手当等については、1／2 課税の適用はない）で計算され、退職所得

控除額は勤続年数に応じて、次のように計算される。   

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 1）勤続年数に 1 年未満の端数がある場合は、1 年に切り上げる。 

 （注 2）障害者になったことに起因した退職の場合は、上記控除額に 100 万円加算する。 

山田徹さんの勤続年数は 25 年 3 ヵ月→26 年で、退職一時金は 1,900 万円であるので、

退職所得の金額は、次のようになる。 

退職所得控除額：800 万円＋70 万円×（26 年－20 年）＝1,220 万円 

退職所得の金額：（1,900 万円－1,220 万円）×1／2＝340 万円 

＜参考＞ 

 退職所得は分離課税であるので、退職所得の金額に所得税･住民税の税率を乗じて税額が

算出される。このケースの場合、次のようになる（所得控除・復興特別所得税は考慮しな

い）。 

所得税：340 万円×20％－42.75 万円＝25.25 万円 

住民税：340 万円×10％＝34 万円 

所得税＋住民税：25.25 万円＋34 万円＝59.25 万円 

 

問 16 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。ただし、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上場株式の譲渡損失、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。 
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１．誤り。不動産所得は▲100 万円であるが、必要経費の中には土地の取得に要した借入金

の利子 80 万円が含まれているので、損益通算できる損失は、▲100 万円＋80 万円＝▲

20 万円である。 

２．正しい。上記１．の解説の通り、不動産所得▲20 万円と損益通算できる。 

３．誤り。上場株式の譲渡所得の損失は、他の所得と損益通算することができない。 

４．誤り。不動産所得▲20 万円が総益通算でき、上場株式の譲渡所得の損失は損益通算で

きない。したがって、設問の場合、総所得金額は、346 万円－20 万円＝326 万円とな

る。 

 

問 17 正解 ２ 難易度Ｂ 

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ために医療費を支払った場合に

は、医療費控除として一定の金額の所得控除を受けることができる。 

医療費控除の控除額は、「支払い医療費－保険金等で補てんされる金額－10 万円（注）」

で計算される。 

（注）その年の総所得金額等が 200 万円未満の人は、総所得金額等×5％の金額。 

 設問のケースの場合、次のような取扱いとなる。 

支払年月 内容 支払金額 医療費控除の取扱い 

平成 29 年 

8 月 

入院および手術 

（本人） 

140,000 円

〇 

医療費控除の対象。 

（注 1） 健康診断の料金 20,000 円 

〇 

健康診断･人間ドックの費用は、医療費

控除の対象とならないが、異常が見つ

かり治療を受けることになった場合は

対象となる。 

平成 29 年 

10 月～12 月 

美容のための 

ホワイトニング 

（妻） 

20,000 円 

× 

美容のためのホワイトニングや歯列矯

正などは、医療費控除の対象とならな

い。 

平成 29 年 

9 月～12 月 

骨折による通院 

（長女） 

100,000 円

〇 

医療費控除の対象。 

（注 2） タクシー代金 5,200 円 

〇 

・公共交通機関（電車・バス等）によ

る通院費は、医療費控除の対象とな

る。 

・タクシー代は、病状からみて急を要

する場合や、電車・バス等の利用が

できない場合は、医療費控除の対象

となる。 
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          支払い医療費（〇の金額）            保険金等 

 （140,000 円＋20,000 円＋100,000 円＋5,200 円）－ 0 円 －100,000 円＝165,200 円 

 

問 18 正解 (ア)× (イ)× (ウ)○ (エ)○  難易度Ｂ 

（ア）誤り。所得税の住宅ローン控除の適用を受けるには、給与所得者の場合、最初の年

は確定申告をする必要があるが、2 年目以降は年末調整で適用を受けることができる。 

（イ）誤り。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に、翌年度の住民税

から差し引くしくみはあるが、繰り越して翌年の所得税から控除するとことはできな

い。 

（ウ）正しい。夫婦それぞれが住宅ローンを組んだ場合、それぞれ住宅ローン控除の適用

を受けることができる。 

（エ）正しい。住宅ローン控除の適用を受ける場合は、借入金の年末残高証明書が必要と

なる。 

 

【第 6問】 

問 19 正解 (ア)なし (イ)1／2  (ウ)1／4  難易度Ａ 

 設問の場合、相続人は、子Ｂ、孫Ｃ・孫Ｄ（子Ａの代襲相続人）の 3 人である。 

（ア）被相続人の母の法定相続分は「なし」。 

（イ）被相続人の子Ｂの法定相続分は「1／2」。 

（ウ）被相続人の孫Ｃ・孫Ｄそれぞれの法定相続分は「1／2×1／2＝1／4」。 

 

問 20 正解 １ 難易度Ａ 

相続税の課税価格の合計額は、次のようになる。 

1,200 万円（土地･小規模宅地等の評価減特例適用後）＋1,000 万円（建物）＋3,500 万円

（現預金）＋2,500 万円（死亡保険金）－2,000 万円（死亡保険金の非課税金額・注）－

600 万円（債務･葬式費用）＝5,600 万円 

（注）死亡保険金の非課税金額 

500 万円×法定相続人の数（設問の場合、配偶者・長男・孫Ｂ・孫Ｃの 4 人）＝

2,000 万円 

      

問 21 正解  ３  難易度Ｂ 

 贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、基礎控除 110 万円とは別に 2,000 万円の控除

を受けることができる。また、贈与税の税率は、平成 27 年 1 月 1 日以後の贈与から、(ｲ)

直系尊属（祖父母や父母など）から、贈与を受けた年の 1 月 1 日現在で 20 歳以上の子・孫

などへの贈与の場合と、(ﾛ)それ以外の場合（夫婦間の贈与、兄弟間の贈与、親から子への

贈与で子が未成年者の場合など）で異なっている。設問の場合は、夫婦間の贈与なので(ﾛ)
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の税率を適用する。 

 2,700 万円－2,000 万円（配偶者控除）－110 万円（基礎控除）＝590 万円 

 590 万円×30％－65 万円＝112 万円 

 

【第 7問】 

問 22 正解 506(万円)  難易度Ａ 

 可処分所得は、「給与収入－（社会保険料＋所得税･住民税）」で算出される。 

 設問のケースの場合、次のようになる。 

 給与収入 厚生年金保険料  健康保険料 雇用保険料    所得税    住民税 

 640 万円－（57 万円 ＋ 30 万円 ＋ 4 万円 ＋ 16 万円 ＋ 27 万円）＝506 万円 

 

問 23 正解 261(万円) 難易度Ａ 

将来の基本生活費は、下記の計算式で求めることができる。 

将来の金額＝現在の金額×（１＋変動率）経過年数  

橋口家の 2016 年の基本生活費が年間 251 万円、変動率が 2％とあるので、2 年後の 2018

年の基本生活費は、 

251 万円×（1＋0.02）2＝261.14 万円 →261 万円（万円未満四捨五入） 

なお、この場合は、251×1.02×1.02 で簡単に計算できるが、累乗計算で指数が大きくな

った場合、電卓で次のように操作すると簡便に計算できる（CASIO 製の場合）。 

 1.02ｎ →１ ・ ０ ２ × × ＝ ＝ ＝ ････ 

          × を 2 回押し、＝ を（ｎ－1）回押す（2 乗であれば 1 回）。 

    

問 24 正解 701(万円) 難易度Ａ 

 当年の金融資産残高は、前年の金融資産残高を基にして、次の計算式で求めることがで

きる。 

当年の金融資産残高＝前年の金融資産残高×（１＋運用利率）±当年の年間収支 

橋口家の 2018 年の金融資産残高が 583 万円、変動率（運用利率）が 1％、2019 年の年

間収支は、621 万円（収入合計）－509 万円（支出合計）＝112 万円となるので、2019 年

の金融資産残高は、 

583 万円×（1＋0.01）＋112 万円＝700.83 万円→701 万円（万円未満四捨五入） 

 

【第 8問】 

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。 
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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とするためには、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 手持ちの資産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 

 

問 25 正解 1,650,000(円) 難易度Ａ 

借入金について元利均等返済をする場合の毎年の返済額は、資本回収係数を用いて計算

することができる。 

3,000 万円×0.055（年利 1％、期間 20 年の資本回収係数）＝1,650,000 円 

 

問 26 正解 22,023,000(円) 難易度Ａ 

毎年均等に一定額を受け取るためには、受取り開始年の初めにいくらの資金があればよ

いかを求める場合には、年金現価係数を使用する。 

 100 万円×22.023（年利 1％、期間 25 年の年金現価係数）＝22,023,000 円 

 

問 27 正解 960,000(円) 難易度Ａ 

将来の目標額を達成するための毎年の積立額を求める場合には、減債基金係数を使用す

る。 

 1,000 万円×0.096（年利 1％、期間 10 年の減債基金係数）＝960,000 円 

 

【第 9問】 

問 28 正解 1,650(万円) 難易度Ｂ 

土地の譲渡は、消費税の非課税取引である。したがって、設例のマンションの販売価格

3,000 万円のうち 100 万円の消費税は建物部分に対する消費税である。 

・建物の価格：100 万円÷8％＝1,250 万円 

・土地の価格：3,000 万円（マンションの販売価格）－1,250 万円（建物の価格）－100 万

円（消費税）＝1,650 万円 
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問 29  正解 ４ 難易度Ｂ 

 設問のケースの場合、預金金利は年率 2.50％（＝0.025）だが、預入期間は 3 ヵ月なので、

税引き前の利息額は、10,000 米ドル×0.025×3 ヵ月／12 ヵ月＝62.5 米ドル、となる。 

＜資料＞より、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・住民税として源泉徴収されるものとするとあるので、税引き後の

利息額は 62.5 米ドル×（1－20％）＝50 米ドルとなり、満期時の外貨ベースの元利合計額

は 10,050 米ドルとなる。 

 円転する（外貨を円に換える）場合の為替レートはＴＴＢ（1 米ドル＝112.00 円）が適

用されるので、円ベースの受取額は、10,050 米ドル×112.00 円＝1,125,600 円となる。 

 

問 30 正解 ４ 難易度Ｂ 

１．適切。康介さんが保険契約者として支払った定期保険の保険料の金額は、生命保険料

控除の対象となり、一定金額を所得金額から控除できる。 

２．適切。康介さんが住宅ローンを借り入れた場合、各年末における借入金残高は、要件

を満たせば住宅ローン控除（住宅借入金等特別控除）の対象となり、一定金額を税額

控除できる。 

３．適切。康介さんが支払った勇樹さんの医療費の金額は、医療費控除の対象となり、一

定金額を所得金額から控除できる（問 17 の解説参照）。 

４．不適切。ふるさと納税の金額は、寄附金控除の対象となるが、所得税では寄附金控除

は所得控除である。なお、住民税では、税額控除となる。 

 

問 31 正解 ２ 難易度Ｂ 

＊ 傷病手当金は、業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続し

て 3 日間の待期期間の後、4 日目以降の仕事に就けなかった日に対して最長 1 年 6 ヵ月

間支給される。傷病手当金は、1 日につき被保険者の標準報酬日額（標準報酬月額の 30

分の 1 に相当する額）の 3 分の 2 に相当する額（1 円未満四捨五入）が支給される。 

＊ 設問の場合、次のような取扱いとなる。 

            Ａ  

     

14 日 15 日 16 日 17 日 18 日 19 日 20 日 21 日 22 日 

出勤 休 休 出勤 休 休 休 休 休 

    ▲ 

休業開始日                 待期期間     支給 

                        Ｂ 

（ア）真理恵さんは「上記の図のＢの期間」によって、傷病手当金の支給要件の１つであ
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る待期期間を完成している。 

（イ）真理恵さんは「待期期間を経過した日」（21 日）から、傷病手当金を受けることがで

きる。 

（ウ）真理恵さんの傷病手当金の 1 日当たりの額は、原則として、以下の計算方法で計算

される。 

「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を平均した額」÷30 日 

×「2／3」 

 

問 32 正解 (ア)× (イ)○ (ウ)○ 難易度Ｂ 

（ア）不適切。労災保険の療養補償給付は、労働者が業務災害によって負傷・疾病し、療

養する場合に支給される保険給付で、「療養の給付」を原則としている。「療養の給付」

は、現物給付で、無料で治療や薬剤の支給等を受けられる。 

（イ）適切。療養補償給付として受ける「療養の給付」は、労災病院や労災指定医療機関

および指定薬局等（以下、指定病院等）において行われる。なお、近くに指定病院等

がないなどの理由で、指定病院等以外の医療機関や薬局等で療養を受けた場合は、「療

養の費用の支給」（現金給付）が受けられる。 

（ウ）適切。康介さんが通勤途上の災害によるケガのために療養を必要とする場合につい

ても、原則として、労災保険から保険給付が行われる。なお、通勤災害の「療養給付」

（使用者に補償責任はないことから補償の文字が用いられない）も現物給付であるが、

療養給付を受ける労働者から通常 200 円の一部負担金を徴収する。 

 

問 33 正解 ４ 難易度Ｂ 

4.の語句の組み合わせが適切。厚生年金保険に加入中の被保険者が死亡した場合、遺族厚

生年金が支給されるとともに、 

（ア）「18 歳到達年度の末日」までの子がいる場合、 

（イ）「遺族基礎年金（子の加算あり）」が支給される。 

（ウ）遺族基礎年金は、子が 18 歳到達年度の末日を過ぎると、支給されなくなるが、妻が

65 歳になるまでの間、「中高齢寡婦加算」が遺族厚生年金に加算される。 

 

【第 10問】 

問 34 正解 10,390(万円) 難易度Ａ 

 個人バランスシートにおいて、資産合計＝負債･純資産合計であるので、純資産は「資産

合計－負債合計」で算出することができる。 

＜資産合計＞ 

・金融資産：2,890 万円（和博／預貯金等）＋300 万円（和博／株式・投資信託）＋200

万円（泰子・預貯金等）＝3,390 万円（①） 
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 ・生命保険（解約返戻金相当額）：110 万円（定期保険特約付終身保険Ｂ）＋720 万円（終

身保険Ｃ）＋450 万円（終身保険Ｄ）＋450 万円（変額個人年金保険Ｅ）＝1,730 万円

（②） 

 ・不動産（賃貸アパートの敷地・建物）：5,400 万円＋800 万円＝6,200 万円（③） 

 ・その他（動産等）：120 万円（和博）＋50 万円（泰子）＝170 万円（④） 

 ＊資産合計＝①＋②＋③＋④＝11,490 万円 

＜負債合計＞ 

 ・980 万円（アパートローン）＋120 万円（自動車ローン）＝1,100 万円 

＜純資産＞ 

 11,490 万円（資産合計）－1,100 万円（負債合計）＝10,390 万円 

 

問 35 正解 ３ 難易度Ａ 

和博さんが現時点（平成 29 年 9 月 1 日時点）で不慮の事故で即死した場合の家族の金融

資産の合計額は、次のようになる。 

内容 備考 金額 

死亡時に宇野家（和博さんと泰子さん）

が保有している金融資産 

問 34 参照 3,390 万円 

死亡退職金（一時金） ＜条件＞参照 1,600 万円 

死亡により支払われる死亡保険金 和博さんが被保険者である 

・定期保険Ａ 

 災害割増特約 

・定期保険特約付終身保険Ｂ 

・変額個人年金保険Ｅ 

 

1,000 万円 

1,000 万円 

1,800 万円 

500 万円 

生命保険の解約返戻金 ・終身保険Ｃ 

・終身保険Ｄ 

720 万円 

450 万円 

返済すべき債務 問 34 参照 ▲1,100 万円 

合計  9,360 万円 

 

問 36 正解 1,120 (万円) 難易度Ｂ 

 預金保険の対象となる預金等については、1 金融機関ごとに預金者 1 人当たり元本 1,000

万円までとその利息等が保護される。ただし、当座預金、利息のつかない普通預金等の決

済用預金は全額保護される。 

 預金保険の対象となる金融商品は、「預金」「定期積金」「掛金」「元本補てん契約のある

金銭信託（貸付信託を含む）」「金融債（保護預かり専用商品に限る）」「これらの預金等を

用いた積立・財形貯蓄商品」「確定拠出年金の積立金の運用に係る預金等」である。預金と

名前が付いていても、外貨預金や譲渡性預金などは保護の対象外である。投資信託も預金
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等ではないため、銀行で購入したとしても保護の対象外である。 

宇野和博さんの預金については、外貨預金は保護の対象外で、その他の預金については

元本 1,000 万円までとその利息等が保護される。また、泰子さんの預金については、普通

預金 120 万円が全額保護される。したがって、仮に平成 29 年 9 月にＰＤ銀行が破綻した場

合、和博さんと泰子さんがＰＤ銀行に保有している金融資産のうち、預金保険制度によっ

て保護される金額の合計額は、 

①和博さん：60 万円（普通預金）＋980 万円（定期預金）＝1,040 万円 ＞1,000 万円  

∴1,000 万円 

②泰子さん：120 万円（普通預金） 

①＋②＝1,120 万円 

 

問 37 正解 ２  難易度Ｂ 

敏子さんは、①老齢基礎年金、②遺族厚生年金、③個人年金から、年金を受け取ってい

るが、それぞれの所得税の取り扱いは、次のようになっている。 

①老齢基礎年金：雑所得・公的年金等控除の適用あり 

  雑所得の金額は「年金収入金額－公的年金等控除額」で計算する。 

②遺族厚生年金：非課税 

③個人年金：雑所得・公的年金等控除の適用なし 

  雑所得の金額は「年金収入金額－必要経費」で計算する。 

 敏子さん（84 歳）の平成 29 年分の雑所得の金額は、次のようになる。 

 ①老齢基礎年金：72 万円－120 万円（公的年金等控除額）＝0 円 

 ③個人年金：100 万円－70 万円（必要経費）＝30 万円 

 ①＋③＝30 万円 

 なお、敏子さんには、雑所得のほかに不動産所得 200 万円があるので、総所得金額は、

30 万円＋200 万円＝230 万円となる。 

 

問 38 正解 (ア)２ (イ)６ (ウ)７ 難易度Ｂ 

 正解の通りである。表の空欄を埋めると、次のようになる。 

 国民健康保険 協会けんぽの任意継続 

加入手続 

窓口 住所地の市区町村役場 住所地の協会けんぽ都道府県支部 

期限 
原則として退職日の翌日から

14 日以内 

退職日の翌日（資格喪失日）から

「20 日」以内 

加入できる期間 
原則として「75 歳」に達する

まで 

原則として「2 年間」 

保険料（税） 
扶養家族など同一世帯の全加

入者分を世帯主が納付 

被扶養者の有無にかかわらず、被

保険者の退職時の報酬等に基づく  
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※一定の場合軽減措置あり ※上限あり 

 

問 39 正解 (ア)○ (イ)○ (ウ)○ (エ)× 難易度Ｂ 

（ア）適切。公務員等共済組合の組合員（60 歳未満の厚生年金保険の被保険者）は、原則

として、個人型確定拠出年金の加入対象とされる。 

（イ）適切。企業型確定拠出年金に加入している和博さんは、所定の要件を満たす場合、

個人型確定拠出年金の加入対象とされる。 

（ウ）適切。自営業者等（国民年金の第１号被保険者）のうち国民年金保険料の免除を受

けている者は、原則として、個人型確定拠出年金の加入対象とされない。 

（エ）不適切。パートタイマーである泰子さん（国民年金の第 3 号被保険者）は、個人型

確定拠出年金の加入対象とされる。 

＜参考＞ 

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。概要は、次の通り。 

＜確定拠出年金の個人型年金（ｉＤｅＣｏ）＞   

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 40 正解 ３ 難易度Ｂ 

・文子さんが 1 ヵ月間に利用した公的介護保険の在宅サービス費用：20 万円 

・要介護 1 の場合の利用限度額（支給限度額）：166,920 円 

・利用限度額の自己負担額（1 割負担）：16,692 円 

＊介護（在宅）サービス利用者負担額合計： 
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    限度額超過分     1 割負担 

 （20 万円－166,920 円）＋16,692 円＝49,772 円 

 なお、公的介護保険においても、自己負担額が同一の月に一定の自己負担限度額を超え

た場合、健康保険の高額療養費に相当する高額介護サービス費の制度がある。 


