
－1－

実 技 試 験

☆☆☆解答に当たっての注意事項☆☆☆

・ 問題数は２０問、解答はすべて記述式です。

・ 択一問題の場合、選択肢の中から正解と思われるものを１つ選んでください。

・ 語群選択問題の場合、語群の中からそれぞれの空欄にあてはまると思われる語

句・数値を選び、語群に記されたとおりに解答用紙の所定の欄に記入してくだ

さい。また、語群の語句・数値にそれぞれ番号が付してある場合は、その番号

のみを記入してください。

・ 語群のない問題の場合、指示に従い解答用紙の所定の欄に直接正解と思われる

語句・数値・記号を記入してください。

・ 試験問題については、特に指示のない限り、２０１９年４月１日現在施行の法

令等に基づいて解答してください。なお、東日本大震災の被災者等に対する各

種特例については考慮しないものとします。

・ 解答は楷書、算用数字（１、２、３…）ではっきりと正しく記入してください

（誤字・脱字・略字は不可）。

・ 計算問題については、計算結果を解答として所定の欄に記入してください。

その際、解答用紙に記載されている単位を使用し、漢字や小数点、上付き数

字を使用しないでください。正しく記入されなかった場合、採点されません

のでご注意ください。なお、カンマのあり・なしについては採点には影響し

ません。

［例１］解答用紙に記載の単位「万円」の場合

可の例：105万円／不可の例：1,050,000円

［例２］解答用紙に記載の単位「円」の場合

可の例：1,005,000円／不可の例：100万5,000円、100.5万円、100.5万円



－2－１級 実技試験(資産設計提案業務・2019.9.8)

【第１問】下記の設例に基づき、次の各問（問１）～（問１０）について解答しなさい。

＜設例＞

安藤和樹さんと妻の裕子さんは、ともに民間企業に勤務する共働き夫婦であり、裕子さんは現在、

第二子を妊娠中である。和樹さんと裕子さんは、第二子が誕生するのを機に、今後のライフプラン

などについて、ＦＰで税理士でもある杉田さんに相談をすることにした。なお、下記のデータはい

ずれも２０１９年９月１日現在のものである。

［家族構成］

氏名 続柄 生年月日 年齢 備考

安藤 和樹 本人 １９８４年５月１７日 ３５歳 会社員

   裕子 妻 １９８３年７月２２日 ３６歳 会社員

   由香 長女 ２０１６年６月１９日 ３歳 保育園児

［安藤家の状況］

・ 和樹さんおよび裕子さんは、大学卒業後、会社員となり、その後結婚して今日に至る。今後

も現在の会社で働き続ける予定である。

［安藤家の年収（２０１８年分）］

・ 和樹さん 給与収入 ５５０万円（税込み）

・ 裕子さん 給与収入 ３５０万円（税込み）

［自宅の状況］

・ 現在は賃貸マンション（借上げ社宅）に居住している。

・ 第二子の妊娠を機に住宅購入を検討している。

［保有金融資産（生命保険等を除く）］ 残高合計１,０００万円（時価）

名義 商品種類 残高

和樹さん

普通預金 ２３０万円

外貨定期預金 １７０万円

国内公募追加型株式投資信託 ２２０万円

裕子さん
普通預金 １２０万円

定期預金 ２６０万円
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問１

安藤さん夫妻は、マンションの購入を検討しており、ＦＰの杉田さんに相談をした。下記＜条件＞に

基づく購入可能な物件価格（消費税込み）の上限として、正しいものはどれか。なお、計算過程で端数

が生じる場合は円未満を四捨五入し、住宅ローンの借入額および物件価格については１０万円未満を切

り捨てること。

＜条件＞

・ 用意した自己資金４３０万円と和樹さんの父から贈与される８０万円を住宅購入に充てる。

これらの資金で不足する分については、住宅ローンを利用する。

・ 住宅ローンは和樹さんが単独で借り入れるものとし、借入額については、住宅ローンの年間

元利合計返済額が２０１８年分の和樹さんの年収（税込み）の２０％以内となるようにする。

・ 住宅ローンの条件は、以下のとおりとする。

金利：年１.２５％（全期間固定金利）

返済期間：３０年（返済回数３６０回）

返済方法：元利均等返済、毎月返済のみ（ボーナス返済なし）

・ 借入額１００万円当たりの毎月の元利合計返済額は３,３３２円とする。

・ 住宅購入のための諸費用（消費税込み）は物件価格の５％とし、上記で準備した資金の中か

ら充てるものとする。

１． ３,０２０万円

２． ３,１００万円

３． ３,１８０万円

４． ３,２６０万円
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問２

裕子さんの兄の横田さんは、発行日に購入した下表の個人向け国債（額面２００万円）を２０１９年

９月２日に全額中途換金した。この国債の中途換金時の横田さんの受取金額として、正しいものはどれ

か。なお、計算過程および解答で円未満の端数が生じた場合は切り捨てること。

銘柄 第７８回個人向け国債（変動１０年）

発行日 ２０１６年１０月１７日

利子計算期間 基準金利 適用利率（年率・税引前）

２０１６年１０月１６日から

２０１７年４月１５日
▲０.０５％ ０.０５％

２０１７年４月１６日から

２０１７年１０月１５日
０.０８％ ０.０５％

２０１７年１０月１６日から

２０１８年４月１５日
０.０１％ ０.０５％

２０１８年４月１６日から

２０１８年１０月１５日
０.０６％ ０.０５％

２０１８年１０月１６日から

２０１９年４月１５日
０.１１％ ０.０７％

２０１９年４月１６日から

２０１９年１０月１５日
０.００％ ０.０５％

中途換金日
２０１９年９月２日

前回利払い日からの経過日数：１４０日

＜計算に際しての留意点＞

・ 経過利子相当額については、１年を３６５日とし、日割りにより計算すること。

・ 中途換金調整額の利子の計算期間については、６ヵ月／１２ヵ月として計算すること。

・ 中途換金調整額は、「直前２回分の各利子（税引前）相当額×０.８」として計算すること。

１． １,９９９,１８３円

２． １,９９９,３４６円

３． １,９９９,４２３円

４． １,９９９,５７６円
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問３

裕子さんは、保有する円建て定期預金が満期を迎えることから、その一部を外貨定期預金に預け入れ

ることを検討している。下記＜資料＞の各外貨定期預金について、満期時の為替レート（ＴＴＭ）が預

入時の為替レート（ＴＴＭ）に対して、それぞれ４％円安となった場合における次の記述の空欄（ア）、

（イ）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、＜資料＞

の各外貨定期預金は円貨で買い付け、満期時に円転するものとする。

＜資料＞

［ＸＯ銀行の米ドル建て外貨定期預金の明細］

預入期間：６ヵ月

金利（年率・税引前）：０.８０％

預入時の為替レート（ＴＴＭ）：１米ドル＝１１０円

為替手数料：片道５０銭

［ＸＰ銀行の豪ドル建て外貨定期預金の明細］

預入期間：６ヵ月

金利（年率・税引前）：２.００％

預入時の為替レート（ＴＴＭ）：１豪ドル＝８０円

為替手数料：片道１円５０銭

［ＸＱ銀行のニュージーランドドル建て外貨定期預金の明細］

預入期間：６ヵ月

金利（年率・税引前）：１.４０％

預入時の為替レート（ＴＴＭ）：１ニュージーランドドル＝７６円

為替手数料：片道７５銭

※利息の計算に際しては、預入期間は日割りではなく月割りで計算すること。

※利息に対する税金は、外貨建て利息の２０％相当額が源泉徴収されるものとし、復興特別所得税

については考慮しないものとする。

円ベースでの利回りが、最も高いのは（ ア ）で、円ベースでの利回りが最も低いのは

（ イ ）である。

＜語群＞

１．ＸＯ銀行の米ドル建て外貨定期預金

２．ＸＰ銀行の豪ドル建て外貨定期預金

３．ＸＱ銀行のニュージーランドドル建て外貨定期預金
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問４

裕子さんは、医療保険に加入したいと考えており、ＦＰの杉田さんに相談をした。下記＜資料＞に関

する次の（ア）～（エ）の記述について、正しいものには〇、誤っているものには×を解答欄に記入し

なさい。なお、記載のない事項については一切考慮しないものとする。

＜資料：医療保険のパンフレット＞

商品名称 ○○○○○生命

新医療保険□□□□□

病気やケガによる約款所定の入院・手術等を一生涯にわたり保障します。

ニーズに応じて、ガン等の八大疾病、女性疾病への備えをプラスできます。

特徴①

初期入院から八大疾病による長期入院までを幅広く保障します。

また、通院による治療に備えることができます。

〇初期入院１０日給付特則を付加した場合、日帰り入院から入院

１０日目まで一律１０日分をお受け取りいただけます。

※日帰り入院とは、入院日と退院日が同一の入院をいい、入院基

本料の支払有無により判断します。

〇１回の入院についての支払限度日数は、３０日・６０日・１２０

日からお選びいただけます。なお、いずれの場合も、保険期間

通算で１,０９５日分を保障します。

〇八大疾病入院無制限給付特則を付加した場合、約款所定の八大

疾病による疾病入院給付金の支払限度日数は、１回の入院・通

算とも無制限です。

※約款所定の八大疾病とは、ガン、心疾患、脳血管疾患、高血圧

性疾患、大動脈瘤等、糖尿病、肝疾患、腎疾患、膵疾患をいい

ます。

主契約

通院給付特約

特徴②

悪性新生物（ガン）（注）と診断確定されたとき、心疾患・脳血

管疾患で入院されたとき、以後の保険料の払込みが不要となり、

保障はそのまま続きます。

（注）責任開始期前を含めて初めて悪性新生物（ガン）にかかった

と医師によって診断確定されたとき。上皮内ガン、皮膚の

悪性黒色腫以外の皮膚ガンおよび責任開始日からその日を

含めて９０日以内に診断確定された乳ガンを除きます。

保険料払込免除

特約

特徴③
先進医療による療養を受けられたときの費用に備えることができ

ます。
先進医療特約

特徴④
三大疾病（ガン・心疾患・脳血管疾患）による入院時の治療費等

に備えることができます。

三大疾病入院

一時給付特約

特徴⑤
「女性特有の病気」「女性に多い病気」「ガン」「出産・特定不妊治

療」に対して手厚く保障します。

女性疾病給付特約

出産・特定不妊治療

給付金付ガン診断

給付特約

特徴⑥
ガンと診断確定されたとき、一時金をお受け取りいただけます。

また、ガンの通院による治療に備えることができます。

ガン診断給付特約

ガン治療通院給付

特約

※特約名称は「無解約返戻金型」を省略して掲載しております（保険料払込免除特約、出産・特定

不妊治療給付金付ガン診断給付特約を除く）。
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商品の概要（主契約）

入院給付金日額：５,０００円

保険期間・保険料払込期間：終身

手術給付金の型：手術Ⅱ型、初期入院１０日給付特則付加の場合

（注１）保険料払込期間については、一定期間で保険料の払込みが満了する「有期払」もご選択い

ただけます。

給付金 お支払いできる場合（お支払事由）

災害入院給付金 不慮の事故によるケガで１８０日以内に１日以上入院されたとき

疾病入院給付金 病気で１日以上入院されたとき

手術給付金 病気やケガで約款所定の手術を受けられたとき

放射線治療給付金 病気やケガで約款所定の放射線治療を受けられたとき（注２）

集中治療給付金
入院給付金が支払われる入院中の約款所定の集中治療室（ＩＣＵ）管理

を受けられたとき（注３）

保険期間 終身（更新なし）

保険料払込期間 終身払・有期払

解約返戻金
低解約返戻金型の場合：あり

払込期間中無解約返戻金型の場合：なし（保険料払込期間中）

配当金 なし

（注２）放射線治療給付金が支払われる放射線治療を受けた日からその日を含めて６０日以内に受

けた放射線治療については、放射線治療給付金をお支払いできません。

（注３）集中治療給付金は、１回の入院について１回のお支払いを限度とします。

一
生
涯
保
障

災害入院給付金 入院１０日目まで一律５万円 入院１１日目以降 １日につき５,０００円

疾病入院給付金（日帰り入院を含む）一律５万円

放射線治療給付金 １回につき５万円        集中治療給付金 １回につき１０万円

手術給付金   入院中の手術 １回につき１０万円 外来での手術 １回につき２.５万円

ご契約

▲
保険料払込期間（終身（注1））



－8－１級 実技試験(資産設計提案業務・2019.9.8)

主な取扱規定（主契約）

契約年齢範囲 ０歳～８５歳

支払限度の型 ３０日型、６０日型、１２０日型

入院給付金日額 ３,０００円～２０,０００円

手術給付金の型 手術Ⅰ型、手術Ⅱ型

付加可能な特約

・ 先進医療特約（無解約返戻金型）

・ 三大疾病入院一時給付特約（無解約返戻金型）

・ ガン診断給付特約（無解約返戻金型）

・ ガン治療通院給付特約（無解約返戻金型）

・ 女性疾病給付特約（無解約返戻金型）

・ 出産・特定不妊治療給付金付ガン診断給付特約

・ 通院給付特約（無解約返戻金型）

・ 保険料払込免除特約

※通院給付特約（無解約返戻金型）とガン治療通院給付特約（無解約返戻金型）は同時に付加する

ことはできません。

※出産・特定不妊治療給付金付ガン診断給付特約と保険料払込免除特約は同時に付加することはで

きません。

（ア）八大疾病入院無制限給付特則を付加した場合、約款所定の八大疾病による疾病入院給付金の支払

限度日数は通算で１,０９５日分である。

（イ）初期入院１０日給付特則を付加した場合、日帰り入院でも入院給付金日額の１０日分の給付金を

受け取ることができる。

（ウ）保険料払込免除特約を付加した場合、責任開始期前を含めて初めて上皮内ガンにかかったと医師

によって診断確定されたとき、それ以後の保険料の払込みは不要となる。

（エ）出産・特定不妊治療給付金付ガン診断給付特約と保険料払込免除特約は、同時に付加することが

できる。



－9－ １級 実技試験(資産設計提案業務・2019.9.8)

問５

和樹さんは、勤務先の福利厚生制度や企業年金制度について詳しく知りたいと思い、ＦＰの杉田さん

に相談をした。杉田さんが説明した企業の福利厚生制度や退職金制度に関する次の（ア）～（エ）の記

述について、正しいものには〇、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。

（ア）「団体定期保険（Ｂグループ保険）は、企業が契約者となり、従業員が任意で加入する１年更新

の定期保険です。一定の要件を満たしていれば、従業員の配偶者および子どもを被保険者とする

ことも可能です。」

（イ）「総合福祉団体定期保険は、企業が契約者および保険料負担者となり、原則として従業員が全員

加入する１年更新の定期保険です。ただし、加入に際しては、被保険者となることへの同意が必

要となります。」

（ウ）「一般財形貯蓄は、給与天引きで行う積立貯蓄制度です。原則として３年以上の期間、定期的に

積み立てる必要がありますが、使途は限定されておらず、利子等は非課税です。」

（エ）「確定給付企業年金は、企業年金制度の一つで、企業が掛金を拠出し、金融機関等に委託して運

用します。基金型と規約型があり、原則として、どちらも将来の給付額は企業によりあらかじめ

保証されています。」

問６

ＦＰが業務を行うに当たって、十分理解しておくべき法律の一つに税理士法がある。同法第２条第１

項に規定されている３つの事務（下記＊＊＊部分）をあげ、それを「業とする」ことの意味を説明しな

さい。また、税理士資格を持たないＦＰが、ＦＰ業務を行ううえで税理士法に抵触しないようどのよう

な点に留意すべきか、合わせて３００字程度で述べなさい。

税理士法 第２条第１項

（税理士の業務）

税理士は、他人の求めに応じ、租税（ 中略 ）に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。

一 ＊＊＊

二 ＊＊＊

三 ＊＊＊
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問７

和樹さんの２０１９年分の給与収入等が下記＜資料＞のとおりである場合、＜資料＞に基づいて計算

される和樹さんの２０１９年分の給与収入の手取り金額（社会保険料、所得税および住民税を控除した

後の金額）を計算しなさい。なお、復興特別所得税および記載のない事項については考慮しないものと

する。

＜資料＞

［和樹さんの２０１９年分の給与収入の状況］

２０１９年分の給与収入 ５,５００,０００円

２０１９年分の給与収入から徴収された社会保険料 ８００,０００円

［所得控除（上記の社会保険料の金額を含む）］

・ 所得税に係る所得控除額 １,２８０,０００円

・ 住民税に係る所得控除額 １,１９０,０００円

＜給与所得控除額の速算表＞

給与等の収入金額 給与所得控除額

１６２.５万円 以下 ６５万円

１６２.５万円 超 １８０万円 以下 収入金額×４０％      

１８０万円 超 ３６０万円 以下 収入金額×３０％＋ １８万円

３６０万円 超 ６６０万円 以下 収入金額×２０％＋ ５４万円

６６０万円 超 １,０００万円 以下 収入金額×１０％＋１２０万円

１,０００万円 超 ２２０万円

＜所得税の速算表＞

課税される所得金額 税率 控除額

１,０００円 から １,９４９,０００円 まで ５％ ０円

１,９５０,０００円 から ３,２９９,０００円 まで １０％ ９７,５００円

３,３００,０００円 から ６,９４９,０００円 まで ２０％ ４２７,５００円

６,９５０,０００円 から ８,９９９,０００円 まで ２３％ ６３６,０００円

９,０００,０００円 から １７,９９９,０００円 まで ３３％ １,５３６,０００円

１８,０００,０００円 から ３９,９９９,０００円 まで ４０％ ２,７９６,０００円

４０,０００,０００円 以上 ４５％ ４,７９６,０００円

（注）課税される所得金額の１,０００円未満の端数は切捨て

＜住民税の速算表＞

課税所得金額
道府県民税 市町村民税

税率 税率

一律 ４％ ６％

均等割 １,０００円 ３,０００円

※住民税の調整控除については考慮しないものとする。
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問８

裕子さんの上司の武田さんは、父が２０１９年６月１８日に死亡したことにより、下記＜資料＞の土

地を相続した。この場合において、武田さんの相続に係る相続税の計算上、この土地の路線価方式によ

る自用地としての相続税評価額として、正しいものはどれか。なお、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は考慮しないものとする。

＜資料＞

・ 地区区分 普通住宅地区

・ 奥行価格補正率

奥行距離 補正率

１０ｍ以上２４ｍ未満 １.００

・ 側方路線影響加算率

角地 ０.０８

準角地 ０.０４

・ 記載のない事項については、一切考慮しないものとする。

１． ３７,６００,０００円

２． ３９,２００,０００円

３． ４１,４４０,０００円

４． ４２,８８０,０００円

２００Ｄ

１８０Ｄ

１０ｍ

２０ｍ

土地 ２００ｍ2
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問９

裕子さんは、第二子の誕生を控えて雇用保険の育児休業給付金について確認しておきたいと思い、Ｆ

Ｐの杉田さんに質問をした。杉田さんが説明に使用した下記＜資料＞の空欄（ア）～（ウ）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。

＜資料＞

Ｑ：育児休業中は無給になりますか？

Ａ：会社の制度によりますが、無給の場合は雇用保険から「育児休業給付金」が支給され、また休

業中の社会保険料が免除されます。

「育児休業給付金」は、原則として、次の要件を満たす人に支給されます。

・ 育児休業取得時に、原則として１歳未満の赤ちゃんを育てている

・ 雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者である

・ 育児休業に入る前の２年間のうちに、賃金支払基礎日数１１日以上の月が（ ア ）以上

ある

原則として、１ヵ月ごとの給付金は、休業開始時から（ イ ）目までは、「休業開始時賃金日額

×３０」の（ ウ ）相当額、それ以降は、「休業開始時賃金日額×３０」の５０％相当額です。

このほか、育児休業中の経済的支援として社会保険（健康保険・厚生年金保険）の保険料が免除さ

れ、保険料が納付されたものとして取り扱われます。

＜支給額のイメージ＞

※パパママ育休プラス制度を利用して子どもが１歳２ヵ月に達する日まで育児休業をした場合

（出所）厚生労働省「父親の仕事と育児両立読本」に基づき作成

出産 育児休業開始 １歳 １歳２ヵ月

妻 産後休業期間 給付率（ ウ ）
給付率５０％

夫 給付率（ ウ ）
給付率５０％

（ イ ）

（ イ ）８週間

育児休業開始

▼

▲

▼ ▼▼
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＜語群＞

１． １２ヵ月   ２． １８ヵ月   ３． ２４ヵ月

４． ９０日   ５． １２０日   ６． １８０日

７． ６７％   ８． ７５％    ９． ８０％
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問１０

裕子さんは第二子の誕生を控え、和樹さんに万一のことがあった場合の死亡保障を見直したいと思っ

ている。仮に和樹さんが第二子誕生後、厚生年金保険加入中に死亡した場合、死亡時点において裕子さ

んに支給される遺族厚生年金と遺族基礎年金の額の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、和

樹さんの公的年金加入歴および年金額の計算式は、下記＜資料＞に基づくものとする。また、記載のな

い遺族年金の支給要件は、すべて満たされているものとする。

＜資料＞

［和樹さんの公的年金加入歴］

［遺族厚生年金］

・ 年金額＝（①＋②）×３／４

① ２００３年３月以前の被保険者期間分

平均標準報酬月額×７.１２５／１０００×２００３年３月以前の被保険者期間の月数

② ２００３年４月以後の被保険者期間分

平均標準報酬額 ×５.４８１／１０００×２００３年４月以後の被保険者期間の月数

※被保険者期間の月数が３００月未満の場合は、３００月とみなして計算する。

※年金額の計算に当たっては、計算過程、解答ともに円未満を四捨五入するものとする。

・ 中高齢寡婦加算額 ５８５,１００円

［遺族基礎年金］

・ 年金額 ７８０,１００円

・ 子の加算額 第１子および第２子 １人当たり２２４,５００円

第３子以降     １人当たり ７４,８００円

１．遺族厚生年金 ６９０,６０６円  遺族基礎年金 １,００４,６００円

２．遺族厚生年金 ６９０,６０６円  遺族基礎年金 １,２２９,１００円

３．遺族厚生年金 ５１７,９５５円  遺族基礎年金 １,００４,６００円

４．遺族厚生年金 ５１７,９５５円  遺族基礎年金 １,２２９,１００円

厚生年金保険被保険者期間１５３月
平均標準報酬額４２万円

国民年金第１号被保険者
学生納付特例期間３５月

▼

２０歳
２００４年５月

▼

死亡
２０２０年１月

▼

現在の会社に入社
２００７年４月
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【第２問】下記の設例に基づき、次の各問（問１１）～（問２０）について解答しなさい。

＜設例＞

松井武史さんは、現在、東京都内で編集プロダクション会社を経営し、従業員を３人雇い入れてい

る。経営は順調だが、老後のマネープランを踏まえて、いつまで仕事を続けるか、リタイアする際

の事業承継をどうするか考えており、これらに関する事項も含めてＦＰで税理士でもある細井さん

に相談をすることにした。なお、下記のデータはいずれも２０１９年９月１日現在のものである。

［家族構成］

氏名 続柄 生年月日 年齢 備考

松井 武史 本人 １９６２年１２月 ６日 ５６歳 会社経営

   直美 妻 １９６３年 ４月２３日 ５６歳 会社員

   里奈 長女 １９９５年１０月１５日 ２３歳 会社員・同居

   良太 長男 １９９８年 ７月 ３日 ２１歳 大学生・同居

［松井家の状況］

・ 武史さんは、大学卒業後、編集プロダクション会社に入社した。２０年前に独立して新たに

編集プロダクション会社を設立し、今日に至る。

・ 直美さんは、大学卒業後、デザイン事務所に勤務し、出産を機に退職した。６年前からウェ

ブ制作会社で正社員として働き、今後も定年（６０歳）まで勤務する予定である。

［松井家（武史さんと直美さん）の年収（２０１８年分）］

・ 武史さん 給与収入 １,０００万円（税込み）

・ 直美さん 給与収入 ５００万円（税込み）

［住宅および住宅ローンの状況］

・ 住宅 持ち家（マンション）、時価２,７００万円（土地・建物）

・ 住宅ローンの残債 約８００万円（債務者は武史さん）

［保有金融資産（生命保険等を除く）］ 残高合計１,５００万円（時価）

名義 金融商品 残高

武史さん

普通預金 ３００万円

定期預金 ４２０万円

投資信託 １６０万円

株式 １５０万円

直美さん

定期預金 ３３０万円

外貨定期預金 ４０万円

個人向け国債 １００万円
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問１１

武史さんは、独立行政法人勤労者退職金共済機構（以下「機構」という）が運営する中小企業退職金

共済制度（以下「中退共」という）への加入を検討しており、ＦＰの細井さんに相談をした。細井さん

が説明した中退共に関する次の（ア）～（エ）の記述について、正しいものには〇、誤っているものに

は×を解答欄に記入しなさい。

（ア）「事業主は、機構と退職金共済契約を結び、毎月の掛金を金融機関に納付します。従業員が退職

したときは、その従業員に機構から退職金が直接支払われます。」

（イ）「中退共には、国の掛金助成制度があります。初めて中退共に加入する事業主に対しては、加入

後４ヵ月目から３年間、国の助成があります。」

（ウ）「初めて中退共に加入する事業主に限り、従業員の勤務期間に応じた退職金が支給できるように、

加入前の勤務期間分についても掛金を納付することができる通算制度があります。」

（エ）「退職金は基本退職金と付加退職金の２本建てで、両方を合算したものが受け取る退職金額とな

ります。付加退職金は、運用状況等によっては払われないことがあります。」

問１２

下記＜資料＞は、武史さんがＡＹ証券で開設したＮＩＳＡ口座（少額投資非課税口座）において、

２０１５年に購入した上場株式の明細である。２０１９年末にこの株式に係る非課税期間が終了するの

に伴う２０２０年の非課税管理勘定への移管（以下「ロールオーバー」という）等に関する次の（ア）

～（エ）の記述のうち、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。

＜資料＞

商品区分 銘柄名 株数 購入株価

国内上場株式 ＸＡ株式 １００株 １,７２０円

国内上場株式 ＸＢ株式 ２００株 ４,１００円

（ア）ＸＡ株式とＸＢ株式の両方をロールオーバーすることも、どちらか一方のみロールオーバーする

ことも可能である。

（イ）２０１９年末時点でＸＡ株式とＸＢ株式の評価額の合計が１２０万円を超えていた場合、１２０

万円以下の部分のみロールオーバーが可能である。

（ウ）ＸＡ株式とＸＢ株式を２０２０年１月１日に特定口座に移管する場合、２０１９年１２月末の終

値が特定口座における取得価額となる。

（エ）ＸＢ株式の配当金の支払いに係る基準日が２０１９年１２月末日、効力発生日が２０２０年３月

１５日の場合、ＸＢ株式を２０２０年１月１日に特定口座に移管しても、配当金は非課税で受け

取ることができる。
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問１３

武史さんの兄の靖史さんは、自宅（持ち家）の建替えを検討している。靖史さんの自宅の土地は下記

＜資料＞のとおりである。建築基準法に従い、この土地に建築できる建物の建築面積の最高限度を計算

しなさい。なお、記載のない条件については一切考慮しないものとする。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＞

準住居地域 １８０ｍ2

近隣商業地域 ６０ｍ2

１２ｍ

１５ｍ

８ｍ道路

［都市計画により定められた建蔽率］

近隣商業地域 ８／１０

準住居地域  ６／１０

４ｍ

建物
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問１４

直美さんは、２０１９年１月に地震保険の保険料が改定されたことから、松井家が契約している自宅

（専有部分）の地震保険の更新時における保険料をＦＰの細井さんに試算してもらった。下記＜資料＞

を基に細井さんが試算した保険期間５年の地震保険料を解答欄に記入しなさい。なお、松井家は神奈川

県にあるイ構造のマンションで、火災保険の保険金額は１,２００万円である。また、地震保険の保険

金額は火災保険の保険金額の５０％相当額で２０１９年１１月に更新し、地震保険料は長期一括払いと

する。建築年割引１０％を適用すること。

＜資料１：地震保険金額１００万円当たりの年間保険料例（割引適用なしの場合)＞

建物の所在地（都道府県）
建物の構造区分※

イ構造 ロ構造

岩手・秋田・山形・栃木・群馬・富山・石川・福井・長野・滋賀・鳥

取・島根・岡山・広島・山口・福岡・佐賀・長崎・熊本・鹿児島
７１０円 １,１６０円

北海道・青森・新潟・岐阜・京都・兵庫・奈良 ７８０円 １,３５０円

福島 ８５０円 １,７００円

宮城・山梨・香川・大分・宮崎・沖縄 １,０７０円 １,９７０円

愛媛 １,２００円 ２,２４０円

大阪 １,２６０円 ２,２４０円

愛知・三重・和歌山 １,４４０円 ２,４７０円

茨城 １,５５０円 ３,２００円

埼玉 １,７８０円 ３,２００円

徳島・高知 １,５５０円 ３,６５０円

千葉・東京・神奈川・静岡 ２,５００円 ３,８９０円

※イ構造：主として鉄骨・コンクリート造の建物、ロ構造：主として木造の建物

＜資料２：長期係数＞

保険期間 ２年 ３年 ４年 ５年

係数 １.９０ ２.８０ ３.７０ ４.６０

※保険期間が２年以上で保険料が一括払いの場合には長期係数を使用すること。



－20－１級 実技試験(資産設計提案業務・2019.9.8)

問１５

武史さんが経営する会社の前事業年度（２０１８年７月１日から２０１９年６月３０日までの１２ヵ

月）において、会社が代表取締役である武史さんへ毎月２５日に下記＜資料＞のとおり役員給与を支給

した場合、法人税における課税所得の金額の計算上、この役員給与のうち損金不算入とすべき金額とし

て、正しいものはどれか。なお、この役員給与は事前確定届出給与および業績連動給与には該当せず、

不相当に高額な部分の金額はないものとする。また、解答に当たっては、損金不算入とすべき金額が最

も少なくなるように計算すること。

＜資料＞

・ ８月の定時株主総会において、９月からの役員給与を月額８０万円から９０万円に改定した。

・ 業績が好調のため臨時取締役会を開催し、３月からの役員給与を月額９０万円から１１０万円

に改定した。

・ 前事業年度において、当該代表取締役の役職の変更や職務内容の変更などによる臨時改定事由

は生じていないものとする。

１．    ０円

２． ８０万円

３． １４０万円

４． １８０万円

６月７月 ８月 ９月 １０月１１月１２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月

９０万円

８０万円

１１０万円



－21－ １級 実技試験(資産設計提案業務・2019.9.8)

問１６

武史さんの友人の岡村さんは、父から相続した土地に賃貸マンションを建設して２０１９年７月１日

より事業の用に供している。このマンションの建設に係る費用等および減価償却に関する事項が下記

＜資料＞のとおりである場合、岡村さんの２０１９年分の所得税の計算上、不動産所得に係るこのマン

ションの減価償却費を計算しなさい。なお、マンションの建設に係る費用等のうち、必要経費に算入す

ることができるものはマンションの取得価額には含めずに、減価償却費を計算するものとする。

＜資料＞

＜マンションの建設に係る費用等＞

・ マンションの設計料 ４８０万円

・ マンションの建設費用 ７,０００万円

・ 不動産取得税 １２０万円

・ 保存登記費用 １５万円

＜マンションの減価償却に関する事項＞

・ 耐用年数 ４７年（償却率 ０.０２２）

・ マンションは、すべて貸付の用に供している。



－22－１級 実技試験(資産設計提案業務・2019.9.8)

問１７

武史さんの弟の洋一さんは、所有する下記＜資料＞の店舗併用住宅とその敷地について、２０１９年中

に洋一さんの持分７０％を洋一さんの妻に贈与した。この場合、洋一さんの妻が納付すべき２０１９年分

の贈与税額として、正しいものはどれか。なお、洋一さんの妻は贈与税の配偶者控除の適用要件をすべ

て満たしており、限度額までその適用を受けるものとし、２０１９年中に＜資料＞以外の贈与は受けて

いないものとする。また、納付すべき贈与税の額が最も少なくなるように計算すること。

＜資料＞

贈与財産
贈与時の

相続税評価額（注）
備考

建物 ４００万円

・ 建物、宅地ともに贈与直前は、洋一さんがすべて所有して

いた。

・ 建物は店舗併用住宅であり、居住用部分には洋一さん夫婦

が居住している。

・ 宅地は、上記建物の敷地である。

・ 建物、宅地ともに居住用部分の割合は５０％である。

宅地 ３,０００万円

（注）建物および宅地全体の評価額である。

＜贈与税の速算表＞

（イ）２０歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産の場合

基礎控除後の課税価格 税率 控除額

２００万円 以下 １０％ －

２００万円 超 ４００万円 以下 １５％ １０万円

４００万円 超 ６００万円 以下 ２０％ ３０万円

６００万円 超 １,０００万円 以下 ３０％ ９０万円

１,０００万円 超 １,５００万円 以下 ４０％ １９０万円

１,５００万円 超 ３,０００万円 以下 ４５％ ２６５万円

３,０００万円 超 ４,５００万円 以下 ５０％ ４１５万円

４,５００万円 超 ５５％ ６４０万円

（ロ）上記（イ）以外の場合

基礎控除後の課税価格 税率 控除額

２００万円 以下 １０％ －

２００万円 超 ３００万円 以下 １５％ １０万円

３００万円 超 ４００万円 以下 ２０％ ２５万円

４００万円 超 ６００万円 以下 ３０％ ６５万円

６００万円 超 １,０００万円 以下 ４０％ １２５万円

１,０００万円 超 １,５００万円 以下 ４５％ １７５万円

１,５００万円 超 ３,０００万円 以下 ５０％ ２５０万円

３,０００万円 超 ５５％ ４００万円



－23－ １級 実技試験(資産設計提案業務・2019.9.8)

１． ３０５,０００円

２． ５１０,０００円

３． １,０６０,０００円

４． １,４７０,０００円



－24－１級 実技試験(資産設計提案業務・2019.9.8)

問１８

直美さんの父である誠一さんは、２０１９年８月８日に死亡した。誠一さんの相続人等関係図は下記

のとおりである。誠一さんの相続に係る直美さんの民法上の法定相続分として、正しいものはどれか。

＜相続人等関係図＞

※誠一さんは葉子さんを認知している。

１． ６分の１

２． ５分の１

３． ３分の１

４． ５分の２

葉子

父 誠一（被相続人）

文子（内縁関係）

母（すでに死亡）

健太郎

真弓

直美

武史

久美（相続放棄）

辰郎

芳美（すでに死亡）

邦夫

里奈

良太



－25－ １級 実技試験(資産設計提案業務・2019.9.8)

問１９

武史さんは、会社の業務が多忙であるため、短時間労働者として新たに人を雇い入れることを検討し

ている。短時間労働者に対する厚生年金保険等の適用に関する下記＜資料＞の空欄（ア）～（ウ）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。

＜資料＞

「短時間労働者」のうち、厚生年金保険の被保険者数が常時（ ア ）を超える法人・個人・地方

公共団体に属する適用事業所、および国に属するすべての適用事業所において働く方は、厚生年金

保険等の適用対象となります。「短時間労働者」とは、勤務時間・勤務日数が常時雇用者の４分の

３未満で、次の①～④すべての要件に該当する方です。

① 週の所定労働時間が（ イ ）以上であること

② 雇用期間が１年以上見込まれること

③ 賃金の月額が（ ウ ）以上であること

④ 学生でないこと

「短時間労働者」のうち、厚生年金保険の被保険者数が常時（ ア ）以下の企業等であって、下

記①、②の事業所において働く方は、厚生年金保険等の適用対象となります。

① 労使合意に基づく申出をした法人・個人の事業所

② 地方公共団体に属する事業所

（出所）日本年金機構のパンフレットに基づき作成

＜語群＞

１． ２００人  ２． ３００人  ３． ５００人

４． ２０時間   ５． ３０時間  ６． ４０時間

７． ８.８万円   ８． ９.８万円   ９． １０.８万円



－26－１級 実技試験(資産設計提案業務・2019.9.8)

問２０

厚生年金保険は法人企業の経営者や役員にも適用され、武史さんはリタイアしなければ最長で７０歳

になるまで被保険者とされる。武史さんには６５歳から老齢厚生年金が支給されるが、老齢厚生年金の

受給権者が厚生年金保険の被保険者として在職している場合は、老齢厚生年金の一部もしくは全部が支

給停止される。武史さんが６５歳以後も厚生年金保険の被保険者として在職している場合、老齢厚生年

金の支給額（年額）として、正しいものはどれか。なお、武史さんの老齢厚生年金の額および在職によ

る支給停止に係る標準報酬月額ならびに支給停止額の計算方法は、下記＜資料＞に基づくものとする。

＜資料＞

［６５歳から支給される老齢厚生年金の額］

・ ①＋②＋③＝１,７５５,１００円

＜内訳＞① 報酬比例部分 １,３２０,０００円

② 経過的加算額   ４５,０００円

③ 加給年金額   ３９０,１００円

［在職による支給停止に係る標準報酬月額］

・ ６２０,０００円（標準賞与額はない）

［６５歳以後の在職による支給停止額（月額）］

・ 基本月額 老齢厚生年金の報酬比例部分の月額

・ 総報酬月額相当額 その月の標準報酬月額＋その月以前１年間の標準賞与額の総額÷１２

※支給停止額が基本月額を超えるときは、報酬比例部分および加給年金額は全部支給停止され、経

過的加算額が支給される。

※支給停止額が基本月額未満のときは、停止額を除く報酬比例部分および経過的加算額ならびに加

給年金額が支給される。

（出所）日本年金機構「老齢年金ガイド」に基づき作成

基本月額と総報酬月額相当額との合計額が４７万円以下ですか？

はい いいえ

一部または全部支給停止

支給停止額＝（基本月額＋総報酬月額相当額－４７万円）×１／２

全額支給



－27終－ １級 実技試験(資産設計提案業務・2019.9.8)

１．      ０円

２．  ４５,０００円

３． １３０,０００円

４． ４３５,１００円


