
－1－

実 技 試 験

☆☆☆解答に当たっての注意事項☆☆☆

・ 問題数は４０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１０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
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【第１問】下記の（問１）、（問２）について解答しなさい。

問１

ファイナンシャル・プランナー（以下「ＦＰ」という）が、ファイナンシャル・プランニング業務を

行ううえでは関連業法等を順守することが重要である。ＦＰの行為に関する次の（ア）～（エ）の記述

について、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。

（ア）税理士資格を有していないＦＰが、相続対策を検討している顧客に対し、有料の相談業務におい

て、仮定の事例に基づく一般的な解説を行った。

（イ）生命保険募集人・保険仲立人の登録をしていないＦＰが、一般的な生命保険商品の商品性の概要

を説明したうえで、ライフプラン設計を行い、顧客に提案した。

（ウ）投資助言・代理業の登録をしていないＦＰが、特定の顧客に対し、特定企業の公表されている決

算報告書を用いて、その特定企業の株式に関する具体的な投資時期等の判断や助言を行った。

（エ）社会保険労務士資格を有していないＦＰが、顧客が持参した「ねんきん定期便」を基に公的年金

の受給見込み額を計算した。

問２

次のうち、特定商取引法におけるクーリング・オフ制度の対象となる取引として、最も不適切なもの

はどれか。

１．電話勧誘販売により消費者が学習教材を購入した。

２．事業者が消費者の自宅を訪問し、消費者から宝飾品を買い取った。

３．連鎖販売取引により消費者が化粧品を購入した（化粧品は未開封）。

４．通信販売により消費者が書籍を購入した。
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【第２問】下記の（問３）～（問６）について解答しなさい。

問３

下記＜資料＞は、２０１９年１２月３１日時点の横川さん夫婦（翔馬さんと恵里さん）のＹＸ銀行

（日本国内に本店のある普通銀行）における金融資産（時価）の一覧表である。この時点においてＹＸ

銀行が破綻した場合に、預金保険制度によって保護される金融資産の金額に関する次の記述の空欄

（ア）、（イ）にあてはまる数値を解答欄に記入しなさい。

＜資料＞

名義 横川 翔馬 横川 恵里

ＹＸ銀行

ｙａ支店

普通預金 １４５万円 ６５万円

定期預金（固定金利） ４００万円 １００万円

外貨預金 ８０万円 －

財形貯蓄（定期預金） ３４０万円 －

ＹＸ銀行

ｙｂ支店

普通預金 １６５万円 ３０万円

定期預金（変動金利） － ４０万円

投資信託 １２０万円 ７０万円

※翔馬さんおよび恵里さんはともに、ＹＸ銀行からの借入れはない。

※普通預金は決済用預金ではない。

※預金の利息については考慮しないこととする。

・ 翔馬さんの金融資産のうち、預金保険制度によって保護される金額は（ ア ）万円である。

・ 恵里さんの金融資産のうち、預金保険制度によって保護される金額は（ イ ）万円である。
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問４

下記＜資料＞に関する次の記述の空欄（ア）、（イ）にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいも

のはどれか。

＜資料＞

ＹＬ株式 ＹＭ株式

株価 ３,１２０円 １７,８４０円

１株当たり利益 １６０円 ７６０円

１株当たり純資産 １,３８０円 ６,８７０円

１株当たり年間配当金 ５０円 ２５０円

・ ＹＬ株式とＹＭ株式の株価をＰＢＲ（株価純資産倍率）で比較した場合、（ ア ）株式の方が

割安といえる。

・ ＹＬ株式とＹＭ株式の配当利回りを比較した場合、（ イ ）株式の方が高い。

１．（ア）ＹＬ （イ）ＹＬ

２．（ア）ＹＬ （イ）ＹＭ

３．（ア）ＹＭ （イ）ＹＬ

４．（ア）ＹＭ （イ）ＹＭ
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問５

平尾さんはＫＡ投資信託を新規募集時に１００万口購入し、特定口座（源泉徴収口座）で保有して収

益分配金を受け取っている。下記＜資料＞に基づき、平尾さんが保有するＫＡ投資信託に関する次の記

述の空欄（ア）、（イ）にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。

＜資料＞

［ＫＡ投資信託の商品概要（新規募集時）］

投資信託の分類：追加型国内公募株式投資信託

決算および収益分配：年１回

申込価格：１口当たり１円

申込単位：１万口以上１口単位

購入時手数料（税込み）：購入金額１,０００万円未満 ３.３０％

購入金額１,０００万円以上 ２.２０％

運用管理費用（信託報酬）（税込み）：純資産総額に対し年１.７６０％

［平尾さんが保有するＫＡ投資信託の収益分配金受取時の運用状況（１万口当たり）］

収益分配前の個別元本：１０,０００円

収益分配前の基準価額：１２,０００円

収益分配金：２,５００円

収益分配後の基準価額：９,５００円

・ 平尾さんが、ＫＡ投資信託を新規募集時に１００万口購入した際に、支払った購入時手数料

（税込み）は、（ ア ）である。

・ ＜資料＞の収益分配時に、平尾さんに支払われた収益分配金のうち、普通分配金（１万口当た

り）は（ イ ）である。

１．（ア）３３,０００円 （イ） ５００円

２．（ア）３３,０００円 （イ）２,０００円

３．（ア）２２,０００円 （イ） ５００円

４．（ア）２２,０００円 （イ）２,０００円
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問６

下記＜資料＞の債券を取得日から７年後に売却した場合における所有期間利回り（単利・年率）を計

算しなさい。なお、手数料や税金等については考慮しないものとし、計算結果については小数点以下第

４位を切り捨てること。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（解答用

紙に記載されているマス目に数値を記入すること）。

＜資料＞

表面利率：年１.３％

額面：１００万円

購入価格：額面１００円につき１００.００円

売却価格：額面１００円につき１０３.００円

所有期間：７年
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【第３問】下記の（問７）～（問１０）について解答しなさい。

問７

岡さんは、８年前に相続により取得し、その後継続して居住している自宅の土地および建物の売却を

検討している。売却に係る状況が下記＜資料＞のとおりである場合、所得税における課税長期譲渡所得

の金額として、正しいものはどれか。

＜資料＞

・ 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）：５,２００万円

・ 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。

※所得控除は考慮しないものとする。

１． １,９３０万円

２． １,７４０万円

３． １,６６０万円

４． １,４８０万円

問８

大久保さんは、ＦＰの沼田さんに不動産取引に係る消費税について質問をした。下記の空欄（ア）～

（ウ）にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。

大久保さん：「土地を買って自宅を建てようと考えています。消費税について教えてください。」

沼田さん ：「個人が土地を購入して自宅を建築する場合、（ ア ）に対して消費税がかかりま

す。」

大久保さん：「現在は賃貸アパートに住んでいますが、家賃に消費税はかかっていますか。」

沼田さん ：「個人が居住用として借りているアパートの家賃には、原則として、消費税が

（ イ ）。」

大久保さん：「住宅ローンの利用に当たって、消費税がかかるものはありますか。」

沼田さん ：「例えば（ ウ ）に対して、消費税がかかります。」

１．（ア）建物の建築代金 （イ）かかりません （ウ）融資事務手数料

２．（ア）建物の建築代金 （イ）かかります  （ウ）保証料

３．（ア）土地の購入代金 （イ）かかります  （ウ）融資事務手数料

４．（ア）土地の購入代金 （イ）かかりません （ウ）保証料



－8－２級 実技試験(資産設計提案業務・2020.1.26)

問９

下記＜資料＞は増田一郎さんが所有する土地の登記事項証明書の一部である。この登記事項証明書に

関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

＜資料＞

（ Ａ ）

順位番号 登記の目的 受付年月日・受付番号 権利者その他の事項

１ 抵当権設定 平成３０年４月１６日
第５１８０４号

原因 平成３０年４月１６日金銭消費貸借同日
設定

債権額 金３,０００万円
利息 年１.３０％（年３６５日日割計算）
損害金 年１４％（年３６５日日割計算）
債務者

埼玉県○○市○－○－○
増田一郎

抵当権者
東京都千代田区□－□－□
株式会社ＴＫ銀行

１．株式会社ＴＫ銀行からの借入れに係る抵当権の登記が記載されている欄（Ａ）は、権利部の乙区で

ある。

２．増田一郎さんが債務の弁済を怠った場合、株式会社ＴＫ銀行は、債権を回収するためにこの土地の

競売を裁判所に申し立てることができる。

３．この土地には株式会社ＴＫ銀行の抵当権が設定されているが、別途、ほかの金融機関が抵当権を設

定することも可能である。

４．増田一郎さんが株式会社ＴＫ銀行への債務を完済した場合、当該抵当権の登記は自動的に抹消され

る。
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問１０

建築基準法に従い、下記＜資料＞の甲土地に建物を建てる場合の建築面積の最高限度として、正しい

ものはどれか。なお、＜資料＞に記載のない条件については一切考慮しないこととする。

＜資料＞

・ 第一種住居地域

・ 建蔽率 ６／１０

・ 容積率 １５／１０

・ 前面道路の幅員に対する法定乗数 ４／１０

※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・乙土地は

ともにセットバックを要する。また、道路中心線は現況道路の中心に位置するものとする。なお、

特定行政庁が指定する幅員６ｍ指定区域ではない。

１．  ７３.６ｍ2

２． １０５.６ｍ2

３． １１０.４ｍ2

４． １１５.２ｍ2

甲土地

（１９２ｍ2）

１２ｍ

１６ｍ 乙土地

幅員３ｍ市道
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【第４問】下記の（問１１）～（問１４）について解答しなさい。

問１１

杉野隆司さん（５４歳）が保険契約者（保険料負担者）および被保険者として加入している生命保険

（下記＜資料＞参照）の保障内容に関する次の記述の空欄（ア）～（ウ）にあてはまる数値を解答欄に

記入しなさい。なお、保険契約は有効に継続し、かつ特約は自動更新しているものとし、隆司さんはこ

れまでに＜資料＞の保険から、保険金・給付金を一度も受け取っていないものとする。また、各々の記

述はそれぞれ独立した問題であり、相互に影響を与えないものとする。

＜資料／保険証券１＞

定期保険特約付終身保険 保険証券記号番号 ××－××××××

保険契約者 杉野 隆司 様
保険契約者印 ◇契約日

１９９５年７月１日

◇主契約の保険期間
終身

◇主契約の保険料払込期間
３０年間

◇特約の保険期間
１０年

◯杉野被保険者
杉野 隆司 様

１９６５年５月２６日生 男性

受取人
死亡保険金

杉野 由紀子 様（妻）

受取割合

１０割

◇ご契約内容 ◇お払い込みいただく合計保険料

終身保険金額（主契約保険金額） １５０万円
毎回 △,△△△円

定期保険特約保険金額 １,２００万円

三大疾病保障定期保険特約保険金額 ２００万円
保険料払込方法

月払い
傷害特約保険金額 ３００万円

災害入院特約 入院５日目から 日額５,０００円

疾病入院特約 入院５日目から 日額５,０００円

成人病入院特約 入院５日目から 日額５,０００円

手術給付金 １回につき 手術の種類に応じて入院給付金日額の１０倍・

２０倍・４０倍

※入院給付金の１入院当たりの限度日数は１２０日、通算限度日数は１,０９５日です。
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＜資料／保険証券２＞

終身ガン保険 保険証券記号番号 ○○－○○○○○

保険契約者 杉野 隆司 様
保険契約者印

◯杉野

◇契約日

２００３年５月１日

◇主契約の保険期間

終身

◇主契約の保険料払込期間

終身

被保険者
杉野 隆司 様

１９６５年５月２６日生 男性

受取人
給付金 被保険者 様

死亡給付金 杉野 由紀子 様（妻）

受取割合

１０割

◇ご契約内容 ◇お払い込みいただく合計保険料

ガン診断給付金

ガン入院給付金

ガン手術給付金

ガン死亡給付金

死亡給付金

初めてガンと診断されたとき

１日目から日額

１回につき

ガンによる死亡

ガン以外による死亡

１００万円

１万円

２０万円

２０万円

１０万円

毎回  △,△△△円

保険料払込方法

月払い

・ 隆司さんが現時点で、趣味のジョギング中にアキレス腱を断裂し、４日間入院し、約款所定の

手術（給付倍率１０倍）を１回受けた場合、保険会社から支払われる保険金・給付金の合計は

（ ア ）万円である。

・ 隆司さんが現時点で、初めてガン（悪性新生物）と診断されて１４日間入院し、約款所定の手

術（給付倍率４０倍）を１回受けた場合、保険会社から支払われる保険金・給付金の合計は

（ イ ）万円である。

・ 隆司さんが現時点で、交通事故で死亡（入院・手術なし）した場合、保険会社から支払われる

保険金・給付金の合計は（ ウ ）万円である。
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問１２

下記＜資料＞は、藤原さんが契約した生命保険の契約の流れを示したものである。この保険契約の保

障が開始する日として、最も適切なものはどれか。なお、責任開始日（期）に関する特約等はない契約

であり、保険料は月払いであるものとする。

＜資料＞

・ ２０１９年１０月１０日 募集人との面談により申込書類の記入と告知が完了

・ ２０１９年１０月２１日 保険会社の事務・医務査定が完了（保険会社の引受けの承諾）

・ ２０１９年１０月２７日 第１回保険料の払込み（代理店に直接払い込んでいる）

※この保険契約の保険証券に記載の契約日（保険期間の始期）は、２０１９年１１月１日である。

１． ２０１９年１０月１０日

２． ２０１９年１０月２１日

３． ２０１９年１０月２７日

４． ２０１９年１１月 １日

問１３

自動車損害賠償責任保険（以下「自賠責保険」という）に関する次の（ア）～（エ）の記述について、

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。

（ア）自賠責保険は、原則としてすべての自動車に加入が義務付けられており、未加入で走行した場合

は法律で罰せられる。

（イ）死亡による損害に対する保険金の支払限度額は、被害者１人につき４,０００万円である。

（ウ）死亡に至るまでの傷害による損害に対する保険金の支払限度額は、被害者１人につき１２０万円

である。

（エ）自賠責保険の保険料は、取り扱う損害保険会社や共済組合によって異なる。
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問１４

馬場寛之さんが契約している火災保険および地震保険（下記＜資料＞参照）に関する次の（ア）～

（エ）の記述について、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。なお、保険

契約の内容は適正であり、かつ有効に継続しているものとする。また、＜資料＞に記載のない特約等に

ついては考慮しないものとする。

＜資料＞

火災保険証券

保険契約者 記名被保険者

住所 ×××× ○○号室

氏名 馬場 寛之 様
保険契約者に同じ

証券番号  第△△－○○○○

火災保険期間 ２０１５年２月１日 午後４時から

２０２５年２月１日 午後４時まで

１０年間

火災保険料  ○○,○○○円

地震保険料  ××,×××円

保険料払込方法  一時払い

地震保険期間 ５年間

保険の対象
火災保険：建物、家財

地震保険：建物、家財

構造級別 Ｍ構造（共同住宅）

面積 ５５.３０ｍ2

建物建築年月 ２０１５年１月

建物・家財等に関する補償

事故の種類
補償の

有無

建物保険金額

（再調達価額）

補償の

有無

家財保険金額

（再調達価額）

① 火災、落雷、破裂・爆発 ○ ８５０万円 ○ ４５０万円

② 風災、ひょう災、雪災※

※損害額が２０万円以上とな

った場合にお支払いの対象

となります。

○ ８５０万円 ○ ４５０万円

③ 盗難 ○ ８５０万円 ○ ４５０万円

④ 水災 × － × －

⑤ 破損、汚損等 ○
８５０万円

（免責金額 １万円）
○

４５０万円

（免責金額 １万円）

⑥ 地震、噴火、津波（地震

保険）
○ ４２５万円 ○ ２２５万円

明記物件
作者××の絵画

（取得価額：１１０万円）
保険金額：１１０万円

その他特約等

個人賠償責任特約 保険金額：１億円

※「補償の有無」について、○は有、×は無を示すものとする。
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（ア）再調達価額とは、同等のものを新たに建築または購入するのに必要な金額から年月経過や消耗分

を差し引いた金額のことである。

（イ）住宅内に保管していた時価２５万円のダイヤモンドの指輪が盗難にあった場合、補償の対象とな

らない。

（ウ）契約の目的である建物（時価５００万円）が地震により大半損となった場合、地震保険から２５５

万円の保険金が支払われる。

（エ）馬場さんがベランダから誤って物を落とし、歩道を通行中の他人にケガを負わせた場合の損害賠

償責任について、補償の対象となる。

＊（ウ）は、問題不備。
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【第５問】下記の（問１５）～（問１８）について解答しなさい。

問１５

姉尾正人さんが２０１９年中に支払った生命保険の保険料は下記＜資料＞のとおりである。この場合

の姉尾さんの２０１９年分の所得税の計算における生命保険料控除の金額として、正しいものはどれか。

なお、下記＜資料＞の保険について、これまでに契約内容の変更はないものとする。また、２０１９年

分の生命保険料控除額が最も多くなるように計算すること。

＜資料＞

［定期保険（無配当）］

契約日：２００５年４月１日

保険契約者：姉尾 正人

被保険者：姉尾 正人

死亡保険金受取人：姉尾 典子（妻）

２０１９年の年間支払保険料：５５,０００円

［医療保険（介護医療保険契約）］

契約日：２０１６年４月１５日

保険契約者：姉尾 正人

被保険者：姉尾 正人

２０１９年の年間支払保険料：７８,０００円

＜所得税の生命保険料控除額の速算表＞

（１）２０１１年１２月３１日以前に締結した保険契約（旧契約）等に係る控除額

年間の支払保険料の合計 控除額

２５,０００円 以下 支払金額

２５,０００円 超 ５０,０００円 以下 支払金額×１／２＋１２,５００円

５０,０００円 超 １００,０００円 以下 支払金額×１／４＋２５,０００円

１００,０００円 超 ５０,０００円

（２）２０１２年１月１日以降に締結した保険契約（新契約）等に係る控除額

年間の支払保険料の合計 控除額

２０,０００円 以下 支払金額

２０,０００円 超 ４０,０００円 以下 支払金額×１／２＋１０,０００円

４０,０００円 超 ８０,０００円 以下 支払金額×１／４＋２０,０００円

８０,０００円 超 ４０,０００円

（注）支払保険料とは、その年に支払った金額から、その年に受けた剰余金や割戻金を差し引いた残り

の金額をいう。

１． ３８,７５０円

２． ３９,５００円

３． ７３,２５０円

４． ７８,２５０円
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問１６

会社員の落合さんの２０１９年分の所得等は下記＜資料＞のとおりである。落合さんの２０１９年分

の所得税における総所得金額として、正しいものはどれか。なお、▲が付された所得の金額は、その所

得に損失が発生していることを意味するものとする。

＜資料＞

所得の種類 所得金額 備考

給与所得 ６９０万円 給与所得控除後の金額である。

不動産所得 ▲５０万円
不動産所得に係る必要経費の中には、土地の取得に要した借入金の

利子２０万円が含まれている。

譲渡所得 ▲８０万円 すべて上場株式の売却損である。

一時所得 ▲６０万円 養老保険を解約したことによる損失である。

１． ６１０万円

２． ６３０万円

３． ６４０万円

４． ６６０万円
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問１７

会社員の鶴見さんは、妻と二人暮らしである。鶴見さんが２０１９年中に新築住宅を購入し、同年中

に居住を開始した場合の住宅借入金等特別控除（以下「住宅ローン控除」という）に関する次の（ア）

～（エ）の記述について、正しいものには○、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。なお、

鶴見さんは、年末調整および住宅ローン控除の適用を受けるための要件をすべて満たしているものとす

る。

（ア）鶴見さんが所得税の住宅ローン控除の適用を受ける場合、２０１９年分は確定申告をする必要が

あるが、２０２０年分以降は勤務先における年末調整により適用を受けることができる。

（イ）２０１９年分の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は、翌年分の所得税から

控除を受けることができる。

（ウ）鶴見さんが転勤により単身赴任をする場合、所定の要件を満たしていれば住宅ローン控除の適用

を受けることができる。

（エ）住宅ローン控除を受け始めてから５年目に繰上げ返済を行った結果、すでに返済が完了した期間

と繰上げ返済後の返済期間の合計が１０年未満となった場合でも、繰上げ返済後に住宅ローン控

除の適用を受けることができる。
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問１８

会社員の長岡さんは、妻と子ども２人の４人家族である。２０１９年中における長岡さんの合計所得

金額が９３０万円、妻の合計所得金額が１００万円である場合、長岡さんの２０１９年分の配偶者控除

または配偶者特別控除の金額として、正しいものはどれか。なお、長岡さんの妻は、長岡さんと生計を

一にしており、老人控除対象配偶者には該当しない。また、長岡さんと妻は内縁関係ではない。

＜配偶者控除額（所得税）の早見表＞

納税者の合計所得金額 ９００万円以下
９００万円超

９５０万円以下

９５０万円超

１,０００万円以下

控除対象配偶者 ３８万円 ２６万円 １３万円

老人控除対象配偶者 ４８万円 ３２万円 １６万円

＜配偶者特別控除額（所得税）の早見表＞

納税者の  

合計所得金額

配偶者の

合計所得金額

９００万円以下
９００万円超

９５０万円以下

９５０万円超

１,０００万円以下

３８万円超 ８５万円以下 ３８万円 ２６万円 １３万円

８５万円超  ９０万円以下 ３６万円 ２４万円 １２万円

９０万円超  ９５万円以下 ３１万円 ２１万円 １１万円

９５万円超 １００万円以下 ２６万円 １８万円 ９万円

１００万円超 １０５万円以下 ２１万円 １４万円 ７万円

１０５万円超 １１０万円以下 １６万円 １１万円 ６万円

１１０万円超 １１５万円以下 １１万円 ８万円 ４万円

１１５万円超 １２０万円以下 ６万円 ４万円 ２万円

１２０万円超 １２３万円以下 ３万円 ２万円 １万円

１．配偶者控除 ２６万円  配偶者特別控除 ０円

２．配偶者控除 ０円  配偶者特別控除 １８万円

３．配偶者控除 ０円  配偶者特別控除 １４万円

４．配偶者控除 ０円  配偶者特別控除 ０円
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【第６問】下記の（問１９）～（問２２）について解答しなさい。

問１９

松尾さんは、相続開始後の手続き等について、ＦＰで税理士でもある大地さんに質問をした。下記の

空欄（ア）～（エ）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、同じ語句を何度選んでもよいこととする。

松尾さん：「相続開始後の手続きについて教えてください。相続税の申告と納税はいつまでに行う

必要がありますか。」

大地さん：「相続税の申告と納税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から（ ア ）以

内に行うことになっています。」

松尾さん：「相続の放棄をするときは、どのような手続きをするのですか。」

大地さん：「相続放棄をする場合、相続の開始があったことを知った時から原則として（ イ ）

以内に、（ ウ ）にその旨の申述を行います。」

松尾さん：「準確定申告についても教えてください。」

大地さん：「納税者に相続が発生した場合、相続人は、被相続人の所得税の確定申告をして、所得

税を納付する必要があります。準確定申告の期限は、相続の開始があったことを知った

日の翌日から（ エ ）以内です。」

＜語群＞

１． １ヵ月    ２． ３ヵ月    ３． ４ヵ月   ４． ６ヵ月

５． １０ヵ月   ６． ８ヵ月    ７． １年

８．家庭裁判所   ９．簡易裁判所   １０．地方裁判所
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問２０

志田孝一さん（３７歳）は、父（６８歳）と叔父（６５歳）から下記＜資料＞の贈与を受けた。孝一

さんの２０１９年分の贈与税額を計算しなさい。なお、父からの贈与については、２０１８年から相続

時精算課税制度の適用を受けている。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＞

［２０１８年中の贈与］

・ 父から贈与を受けた金銭の額：１,０００万円

［２０１９年中の贈与］

・ 父から贈与を受けた金銭の額：１,８００万円

・ 叔父から贈与を受けた金銭の額：７００万円

※２０１８年中および２０１９年中に上記以外の贈与はないものとする。

※上記の贈与は、住宅取得等資金や結婚・子育てに係る資金の贈与ではない。

＜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
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問２１

関根さんは、自宅の取得に当たり、ＦＰで税理士でもある浅田さんに「直系尊属から住宅取得等資金

の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」について質問をした。下記の空欄（ア）～（エ）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。

関根さん：「２０１９年８月に売買契約をした新築マンションの購入資金として、父から２０２０

年４月に資金援助を受けたいと考えています。『直系尊属から住宅取得等資金の贈与を

受けた場合の贈与税の非課税』について教えてください。なお、マンションの引渡時期

は２０２０年５月であり、引渡し後すぐに住み始める予定です。」

浅田さん：「非課税の適用を受けるためには、いくつかの要件があります。例えば、取得したマン

ションの専有部分の床面積が（ ア ）以上２４０ｍ2以下であることなどです。」

関根さん：「私が購入した新築マンションは、省エネ等住宅に該当すると営業担当者から言われて

いますが、住宅取得等資金の非課税限度額はいくらになりますか。」

浅田さん：「２０１９年４月１日から２０２０年３月３１日の期間に、住宅用家屋の取得等に係る

対価の額に含まれる消費税等の税率が１０％でマンションを取得していることから、非

課税限度額は（ イ ）となります。」

関根さん：「この制度の適用を受ける場合、その年に１１０万円の基礎控除を受けることはできま

すか。」

浅田さん：「同じ年に、暦年課税における１１０万円の基礎控除を（ ウ ）。」

関根さん：「この制度の適用を受けたい場合、ほかに気を付けることはありますか。」

浅田さん：「贈与を受けた年の（ エ ）までに贈与税の申告書を提出することが要件となりま

す。」

＜語群＞

１． ４０ｍ2 ２． ５０ｍ2

３． １,５００万円 ４． ３,０００万円

５．受けることができます   ６．受けることはできません

７． １２月３１日      ８．翌年３月１５日
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問２２

下記＜資料＞の宅地（貸家建付地）に係る路線価方式による相続税評価額の計算式として、正しいも

のはどれか。

＜資料＞

注１：奥行価格補正率 １.００

注２：借地権割合 ７０％

注３：借家権割合 ３０％

注４：この宅地には宅地所有者の所有する賃貸マンションが建っており、現在満室（すべて賃貸

中）となっている。

注５：その他の記載のない条件は一切考慮しないものとする。

１． ３００,０００円×１.００×３００ｍ2

２． ３００,０００円×１.００×３００ｍ2×７０％

３． ３００,０００円×１.００×３００ｍ2×（１－７０％）

４． ３００,０００円×１.００×３００ｍ2×（１－７０％×３０％×１００％）

（３００ｍ2）２０ｍ

１５ｍ

３００Ｃ
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【第７問】下記の（問２３）～（問２５）について解答しなさい。

＜小田家の家族データ＞

氏名 続柄 生年月日 備考

小田 龍太 本人 １９７２年 ６月２６日 会社員

   亜子 妻 １９７２年１０月 ２日 派遣社員

   梨奈 長女 １９９８年 ５月１１日 大学生

   奏太 長男 ２０００年１１月２０日 大学生

＜小田家のキャッシュフロー表＞ （単位：万円）

経過年数 基準年 １年 ２年 ３年 ４年

西暦（年） ２０１９ ２０２０ ２０２１ ２０２２ ２０２３

家族構成／

年齢

小田 龍太 本人 ４７歳 ４８歳 ４９歳 ５０歳 ５１歳

   亜子 妻 ４７歳 ４８歳 ４９歳 ５０歳 ５１歳

   梨奈 長女 ２１歳 ２２歳 ２３歳 ２４歳 ２５歳

   奏太 長男 １９歳 ２０歳 ２１歳 ２２歳 ２３歳

ライフイベント
奏太

大学入学
繰上げ返済

住宅の

リフォーム変動率

収入

給与収入（夫） １％ ６３４ ６４０ ６４７ ６６０

給与収入（妻） ０％ １６８ １６８ １６８ １６８

収入合計 － ８０２ ８０８ ８１５ ８２８

支出

基本生活費 １％ ３０２ （ ア ）

住居費 － １８３ １８３ １８３ １８３ １８３

教育費 － ２００ １８０ １５０ １００

保険料 － ４０ ４０ ４０ ４０ ４０

一時的支出 － ２００ ２００

その他支出 １％ ２５ ２６

支出合計 － ７５０ ７３３ ９０７

年間収支 － ５２ ７５ ▲９２ ▲３９ ２６５

金融資産残高 １％ ７６５ （ イ ）

※年齢および金融資産残高は各年１２月３１日現在のものとし、２０１９年を基準年とする。

※給与収入は可処分所得で記載している。

※記載されている数値は正しいものとする。

※問題作成の都合上、一部を空欄としている。
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問２３

小田家のキャッシュフロー表の空欄（ア）に入る数値を計算しなさい。なお、計算過程においては端

数処理をせず計算し、計算結果については万円未満を四捨五入すること。

問２４

小田家のキャッシュフロー表の空欄（イ）に入る数値を計算しなさい。なお、計算過程においては端

数処理をせず計算し、計算結果については万円未満を四捨五入すること。

問２５

龍太さんは、現在居住している自宅の住宅ローン（全期間固定金利、返済期間３５年、元利均等返済、

ボーナス返済なし）の繰上げ返済を検討しており、ＦＰの東さんに質問をした。龍太さんが住宅ローン

を２０８回返済後に、１００万円以内で期間短縮型の繰上げ返済をする場合、この繰上げ返済により軽

減される返済期間を解答欄に記入しなさい。なお、計算に当たっては、下記＜資料＞を使用し、繰上げ

返済額は１００万円を超えない範囲での最大額とすること。また、繰上げ返済に伴う手数料等は考慮し

ないものとし、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（解答用紙に記載されて

いるマス目に数値を記入すること）。

＜資料：小田家の住宅ローンの償還予定表の一部＞

返済回数（回） 毎月返済額（円） うち元金（円） うち利息（円） 残高（円）

２０７ １２３,９８７ ６６,４８２ ５７,５０５ １９,６４９,７３９

２０８ １２３,９８７ ６６,６７６ ５７,３１１ １９,５８３,０６３

２０９ １２３,９８７ ６６,８７０ ５７,１１７ １９,５１６,１９３

２１０ １２３,９８７ ６７,０６５ ５６,９２２ １９,４４９,１２８

２１１ １２３,９８７ ６７,２６１ ５６,７２６ １９,３８１,８６７

２１２ １２３,９８７ ６７,４５７ ５６,５３０ １９,３１４,４１０

２１３ １２３,９８７ ６７,６５４ ５６,３３３ １９,２４６,７５６

２１４ １２３,９８７ ６７,８５１ ５６,１３６ １９,１７８,９０５

２１５ １２３,９８７ ６８,０４９ ５５,９３８ １９,１１０,８５６

２１６ １２３,９８７ ６８,２４８ ５５,７３９ １９,０４２,６０８

２１７ １２３,９８７ ６８,４４７ ５５,５４０ １８,９７４,１６１

２１８ １２３,９８７ ６８,６４６ ５５,３４１ １８,９０５,５１５

２１９ １２３,９８７ ６８,８４６ ５５,１４１ １８,８３６,６６９

２２０ １２３,９８７ ６９,０４７ ５４,９４０ １８,７６７,６２２

２２１ １２３,９８７ ６９,２４９ ５４,７３８ １８,６９８,３７３

２２２ １２３,９８７ ６９,４５１ ５４,５３６ １８,６２８,９２２

２２３ １２３,９８７ ６９,６５３ ５４,３３４ １８,５５９,２６９

２２４ １２３,９８７ ６９,８５６ ５４,１３１ １８,４８９,４１３

２２５ １２３,９８７ ７０,０６０ ５３,９２７ １８,４１９,３５３
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【第８問】下記の（問２６）～（問２８）について解答しなさい。

下記の係数早見表を乗算で使用し、各問について計算しなさい。なお、税金は一切考慮しないこと

とし、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。

［係数早見表（年利１.０％）］

終価係数 現価係数 減債基金係数 資本回収係数 年金終価係数 年金現価係数

１年 １.０１０ ０.９９０ １.０００ １.０１０ １.０００ ０.９９０

２年 １.０２０ ０.９８０ ０.４９８ ０.５０８ ２.０１０ １.９７０

３年 １.０３０ ０.９７１ ０.３３０ ０.３４０ ３.０３０ ２.９４１

４年 １.０４１ ０.９６１ ０.２４６ ０.２５６ ４.０６０ ３.９０２

５年 １.０５１ ０.９５１ ０.１９６ ０.２０６ ５.１０１ ４.８５３

６年 １.０６２ ０.９４２ ０.１６３ ０.１７３ ６.１５２ ５.７９５

７年 １.０７２ ０.９３３ ０.１３９ ０.１４９ ７.２１４ ６.７２８

８年 １.０８３ ０.９２３ ０.１２１ ０.１３１ ８.２８６ ７.６５２

９年 １.０９４ ０.９１４ ０.１０７ ０.１１７ ９.３６９ ８.５６６

１０年 １.１０５ ０.９０５ ０.０９６ ０.１０６ １０.４６２ ９.４７１

１５年 １.１６１ ０.８６１ ０.０６２ ０.０７２ １６.０９７ １３.８６５

２０年 １.２２０ ０.８２０ ０.０４５ ０.０５５ ２２.０１９ １８.０４６

２５年 １.２８２ ０.７８０ ０.０３５ ０.０４５ ２８.２４３ ２２.０２３

３０年 １.３４８ ０.７４２ ０.０２９ ０.０３９ ３４.７８５ ２５.８０８

※記載されている数値は正しいものとする。
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問２６

井上さんは、将来の有料老人ホームへの入居に備え、新たに積立てを開始する予定である。毎年年末

に１００万円を積み立てるものとし、１０年間、年利１.０％で複利運用しながら積み立てた場合、１０

年後の合計額はいくらになるか。

問２７

永井さんは、相続により受け取った２,５００万円を運用しようと考えている。これを５年間、年利

１.０％で複利運用した場合、５年後の合計額はいくらになるか。

問２８

香川さんは、退職金として受け取った１,５００万円を老後の生活資金の一部として使用するつもり

である。これを１５年間、年利１.０％で複利運用しながら毎年１回、年末に均等に取り崩すこととし

た場合、毎年年末に取り崩すことができる最大金額はいくらになるか。
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【第９問】下記の（問２９）～（問３４）について解答しなさい。

＜設例＞

有馬進太郎さんは、民間企業に勤務する会社員である。進太郎さんと妻の江里子さんは、今後の資

産形成などについて、ＦＰで税理士でもある長谷川さんに相談をした。なお、下記のデータはいず

れも２０２０年１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 職業等

有馬 進太郎 本人 １９７１年１１月 ３日 ４８歳 会社員（正社員）

   江里子 妻 １９７７年 ９月１５日 ４２歳 パートタイマー

   正樹 長男 ２００２年 ６月１９日 １７歳 高校２年生

［収入金額（２０１９年）］

進太郎さん：給与収入６００万円（手取り額）。給与収入以外の収入はない。

江里子さん：給与収入１００万円（手取り額）。給与収入以外の収入はない。

［金融資産（時価）］

・ 進太郎さん名義

銀行預金（普通預金）：２００万円

銀行預金（定期預金）：１００万円

・ 江里子さん名義

銀行預金（普通預金）：１００万円

［住宅ローン］

契約者：進太郎さん

借入先：ＲＡ銀行

借入時期：２００９年１２月（居住開始時期：２００９年１２月）

借入金額：３,０００万円

返済方法：元利均等返済（ボーナス返済なし）

金利：固定金利型（年３.０％）

返済期間：３０年間

［保険］

定期保険Ａ：保険金額２,５００万円（リビングニーズ特約付き）。保険契約者（保険料負担者）

および被保険者は進太郎さんであり、保険金受取人は江里子さんである。保険期間

３０年。

火災保険Ｂ：保険金額１,５００万円。保険の目的は建物、保険契約者は進太郎さんである。
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問２９

進太郎さんは下記＜資料＞のＲＡ銀行の外貨定期預金キャンペーンに関心をもっている。この外貨定

期預金について、満期時の外貨ベースの元利合計額を円転した金額として、正しいものはどれか。

＜資料＞

・ 預入額 １０,０００米ドル

・ 預入期間 ３ヵ月

・ 預金金利 金利４.０％（年率）

・ 為替レート （１米ドル）

ＴＴＳ ＴＴＭ（仲値） ＴＴＢ

満期時 １０８.００円 １０７.００円 １０６.００円

注１：利息の計算に際しては、預入期間は日割りではなく月単位で計算すること。

注２：為替差益・為替差損に対する税金については考慮しないこと。

注３：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こと。

１． １,０９３,９２０円

２． １,０７８,５６０円

３． １,０７０,６００円

４． １,０６８,４８０円
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問３０

進太郎さんは、正樹さんの大学進学を控えて奨学金や教育ローンに関心をもち、ＦＰの長谷川さんに

質問をした。長谷川さんが日本学生支援機構の貸与型奨学金（第一種・第二種）および日本政策金融公

庫の教育一般貸付（国の教育ローン）について説明する際に使用した下表の空欄（ア）～（ウ）にあて

はまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。

日本学生支援機構の貸与型奨学金 日本政策金融公庫の教育一般貸付

貸付（貸与）対象者 （ ア ） 主に学生・生徒の保護者

申込み時期 （ イ ） いつでも可能

資金の受取り方 毎月定額 一括

返還（返済）開始 卒業後 （ ウ ）

１．（ア）主に学生・生徒の保護者

（イ）いつでも可能

（ウ）借入日の翌月または翌々月の返済希望日

２．（ア）学生・生徒本人

（イ）決められた募集期間内

（ウ）借入日の翌月または翌々月の返済希望日

３．（ア）主に学生・生徒の保護者

（イ）決められた募集期間内

（ウ）卒業後

４．（ア）学生・生徒本人

（イ）いつでも可能

（ウ）卒業後

問３１

進太郎さんが契約している定期保険Ａに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

１．進太郎さんが支払う定期保険Ａの保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。

２．進太郎さんが中途解約した際に受け取る解約返戻金は、所得税の課税対象となる。

３．進太郎さんが余命６ヵ月以内と診断されて受け取るリビングニーズ特約保険金は、所得税の課税対

象となる。

４．進太郎さんが死亡し江里子さんが受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
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問３２

進太郎さんは、つみたてＮＩＳＡ（非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度）とｉＤｅＣｏ（個人

型確定拠出年金）についてＦＰの長谷川さんに質問をした。長谷川さんがつみたてＮＩＳＡとｉＤｅＣｏの

概要を説明する際に使用した下表の空欄（ア）～（エ）に入る適切な数値または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。

＜つみたてＮＩＳＡとｉＤｅＣｏの概要＞

つみたてＮＩＳＡ ｉＤｅＣｏ

非課税期間 最長（ ア ）年 運用期間中は運用益が非課税

年間投資限度額およ

び年間拠出限度額
新規投資額で毎年（ イ ）万円

企業年金がない会社員２７.６万円、

自営業者８１.６万円など、加入者の

区分によって異なる

運用資金の引き出し いつでも引出し可
原則（ ウ ）歳までは中途引出しが

できない

税制上のメリット ・ 運用益が非課税

・ 運用益が非課税

・ 掛金全額が（ エ ）控除の対象

となる

・ 受取方法により、退職所得控除、

公的年金等控除の対象となる

運用対象
所定の要件を満たす株式投資信託、

ＥＴＦ等
定期預金、生命保険、投資信託等

＜語群＞

１． ２０     ２． ３０      ３． ４０     ４． ５０

５． ６０     ６． ６５      ７． ７０     ８． ８０

９．生命保険料   １０．社会保険料   １１．小規模企業共済等掛金
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問３３

進太郎さんは、健康保険料について確認したいと思い、ＦＰの長谷川さんに質問をした。進太郎さん

の健康保険料等に関する次の（ア）～（エ）の記述について、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。なお、進太郎さんは全国健康保険協会管掌健康保険（以下「協会けんぽ」と

いう）の被保険者である。また、健康保険料の計算に当たっては、下記＜資料＞に基づくこととする。

＜資料＞

［進太郎さんに関するデータ］

給与：毎月５５０,０００円（標準報酬月額５６０,０００円）

賞与：１回につき８５０,０００円（標準賞与額８５０,０００円）

※賞与は年２回支給される。

［健康保険の保険料率］

介護保険第２号被保険者に該当しない場合：１０.００％（労使合計）

介護保険第２号被保険者に該当する場合：１１.７３％（労使合計）

（ア）毎月の給与に係る健康保険料のうち、進太郎さんの負担分は２８,０００円である。

（イ）賞与に係る健康保険料については、全額会社が負担する。

（ウ）進太郎さんが負担した健康保険料は、全額が社会保険料控除の対象となる。

（エ）協会けんぽの一般保険料率は、都道府県単位で設定される。
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問３４

江里子さんの母親の信子さんは、２０２０年２月に６５歳となる。信子さんの国民年金の保険料納付

状況が下記のとおりである場合、信子さんに６５歳から支給される老齢基礎年金の額として、正しいも

のはどれか。なお、計算に当たっては、下記＜老齢基礎年金の計算式＞を使用し、振替加算は考慮しな

いものとする。

＜信子さんの国民年金の保険料納付状況＞

※このほかに保険料納付済期間および保険料免除期間はないものとする。

※上記の保険料免除期間（全額免除および半額免除）は、２００９年３月以前のものである。

＜老齢基礎年金の計算式＞

７８０,１００円×
保険料納付済月数＋（保険料免除月数×免除の種類に応じた割合※）

４８０月

※免除の種類に応じた割合（２００９年３月以前の保険料免除期間）

全額免除 ３／４免除 半額免除 １／４免除

１／３ １／２ ２／３ ５／６

・ 端数処理

年金額については、円未満を四捨五入するものとする。

１． ６６３,０８５円

２． ６７２,８３６円

３． ６８９,０８８円

４． ７２１,５９３円

保険料半額免除１２月

保険料納付済
８４月

保険料納付済
３２４月

▼
６０歳

▼
２０歳 保険料全額免除２４月

保険料
未納

３６月
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【第１０問】下記の（問３５）～（問４０）について解答しなさい。

＜設例＞

国内の上場企業であるＱＡ社に勤務している飯田貴博さんは、ＱＡ社の早期退職制度を利用して

２０２０年４月に退職する予定である。そこで、今後の生活のことなどに関して、ＦＰで税理士で

もある安藤さんに相談をした。なお、下記のデータは２０２０年１月１日現在のものである。

Ｉ．家族構成（同居家族）

氏名 続柄 生年月日 年齢 備考

飯田 貴博 本人 １９６４年 ５月１０日 ５５歳 会社員

  友里 妻 １９６４年１１月１４日 ５５歳 会社員

Ⅱ．飯田家の親族関係図

Ⅲ．飯田家（貴博さんと友里さん）の財産の状況

［資料１：保有資産（時価）］ （単位：万円）

貴博 友里

金融資産

預貯金等 ３,４６０ １,６００

債券・株式 １,２５０

投資信託 １,４２０

生命保険（解約返戻金相当額） ［資料３］を参照 ［資料３］を参照

不動産

土地（自宅） ２,５００ ２,５００

建物（自宅） ５００ ５００

投資用マンション １,１００

その他（動産等） ３２０ １５０

注１：自宅（土地・建物）は、貴博さんと友里さんの共有である（持分５０％ずつ）

雄太奈緒 香

友里 聡子

昌子俊嗣

（死亡）

貴博 智博 俊博 泰子



－35－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2020.1.26)

［資料２：負債残高］

住宅ローン：５３０万円（債務者は貴博さん。団体信用生命保険付き）

住宅ローン：４２０万円（債務者は友里さん。団体信用生命保険付き）

自動車ローン：６０万円（債務者は友里さん）

［資料３：生命保険］ （単位：万円）

保険種類
保険

契約者
被保険者

死亡保険金

受取人

死亡

保険金額

解約返戻金

相当額
保険期間

定期保険特約

付終身保険Ａ

貴博 貴博 友里

（終身保険部分） ３００ １２０ 終身

（定期保険部分） ３,０００ － ２０２４年まで

終身保険Ｂ 友里 友里 貴博 ３００ ２８０ 終身

医療保険Ｃ 貴博 貴博 友里 １００ － 終身

注２：解約返戻金相当額は、現時点（２０２０年１月１日）で解約した場合の金額である。

注３：すべての契約において、保険契約者が保険料を全額負担している。

注４：契約者配当および契約者貸付については考慮しないこと。

Ⅳ．その他

上記以外の情報については、各設問において特に指示のない限り一切考慮しないこと。
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問３５

ＦＰの安藤さんは、まず現時点（２０２０年１月１日）における飯田家（貴博さんと友里さん）のバ

ランスシート分析を行うこととした。下表の空欄（ア）に入る数値を計算しなさい。

＜飯田家（貴博さんと友里さん）のバランスシート＞ （単位：万円）

［資産］ ［負債］

金融資産

預貯金等

債券・株式

投資信託

生命保険（解約返戻金相当額）

不動産

土地（自宅）

建物（自宅）

投資用マンション

その他（動産等）

×××

×××

×××

×××

×××

×××

×××

×××

住宅ローン

自動車ローン

×××

×××

負債合計 ×××

［純資産］ （ ア ）

資産合計 ××× 負債・純資産合計 ×××
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問３６

貴博さんが２０２０年１月１日に死亡した場合の相続税の総額として、正しいものはどれか。なお、

相続税の課税対象となる財産の課税価格は、下記＜資料＞のとおりであるものとし、計算に当たっては、

下記＜計算過程＞に従って計算すること。また、相続を放棄した者はいないものとする。

＜資料＞

死亡保険金：設例［資料３］に基づき計算

死亡保険金以外の財産：９,０００万円

※「小規模宅地等に係る相続税の課税価格の計算の特例」については考慮しないこと。

＜計算過程＞

① 相続税の課税価格の合計額を計算

② 相続税の課税価格の合計額から基礎控除を差し引き、課税遺産総額を算出

③ 課税遺産総額を各法定相続人が法定相続分に応じて取得したものとして、それぞれの取得金額を

計算

④ それぞれの取得金額に対して相続税の速算表を適用

⑤ 上記④で算出された税額を合計し、相続税の総額を算出

＜相続税の速算表＞

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額

１,０００万円 以下 １０％ －

１,０００万円 超 ３,０００万円 以下 １５％   ５０万円

３,０００万円 超 ５,０００万円 以下 ２０％ ２００万円

５,０００万円 超 １億円 以下 ３０％ ７００万円

１億円 超 ２億円 以下 ４０％ １,７００万円

２億円 超 ３億円 以下 ４５％ ２,７００万円

３億円 超 ６億円 以下 ５０％ ４,２００万円

６億円 超 ５５％ ７,２００万円

１． １,０４０万円

２． １,０７０万円

３． １,２４０万円

４． １,３２０万円
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問３７

貴博さんは、自分が死亡した場合に備えて、自宅（土地・建物）を友里さんに生前贈与することを検

討している。仮に現時点（２０２０年１月１日）で貴博さんが保有する自宅（土地・建物）の持分すべ

てを、贈与税の配偶者控除を活用して友里さんに生前贈与した場合、友里さんが納付すべき贈与税額と

して、正しいものはどれか。なお、友里さんは贈与税の配偶者控除の適用を受けるための要件をすべて

満たしており、２０２０年においてこれ以外に贈与により取得する財産はないものとする。

＜自宅の相続税評価額（貴博さんの持分)＞

土地：２,０００万円

建物：５００万円

＜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

１．なし（贈与税は発生しない）

２． ４８５,０００円

３． ５３０,０００円

４． ８５０,０００円
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問３８

友里さんは、貴博さんが万一死亡した場合の公的年金の遺族給付について、ＦＰの安藤さんに質問を

した。仮に貴博さんが２０２３年４月に５８歳で死亡した場合、友里さんが受給できる遺族給付に関す

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

さい。なお、貴博さんは、大学卒業後２２歳で就職してから２０２０年４月に退職するまで継続して厚

生年金の被保険者であり、その後死亡するまでは国民年金の第１号被保険者として保険料を納付してい

たものとする。また、貴博さんと友里さんに子どもはおらず、記載以外の遺族給付の受給要件はすべて

満たしているものとする。

（ア）貴博さんの死亡時点において、友里さんは遺族基礎年金と遺族厚生年金（中高齢寡婦加算額を含

む）を受け取ることができる。

（イ）貴博さんが死亡したことにより、友里さんが６５歳に達するまで受給できる遺族厚生年金の額

（中高齢寡婦加算額を除く）は、貴博さんの厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の報酬

比例部分の年金額の４分の３に相当する額となる。

（ウ）友里さんに遺族給付の受給権が発生し、その後、老齢給付の受給権が発生した場合、友里さんは

６５歳前においては遺族給付と老齢給付の両方を同時に受給することはできない。

（エ）友里さんに遺族厚生年金の受給権が発生し、その後、老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権が発

生した場合、友里さんは６５歳以後において遺族厚生年金の全額を受け取ることができる。

問３９

ＷＡ社に正社員として勤務している友里さんは、現在加入している雇用保険について、ＦＰの安藤さ

んに質問をした。安藤さんが行った雇用保険の加入や給付に関する次の説明の空欄（ア）～（エ）にあ

てはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。

「正社員として勤務している者は、雇用保険において（ ア ）未満の者は一般被保険者とされ、

（ ア ）以上の者は高年齢被保険者とされます。

一般被保険者と高年齢被保険者は求職者給付の内容が異なり、一般被保険者には基本手当が支給さ

れます。その支給日数は、退職理由や雇用保険の加入期間などに応じ、原則として９０日から３３０

日です。ただし、７日間の待期期間に加え、自己都合退職や重責解雇の場合は、最長（ イ ）の

給付制限期間が設けられています。

一方、高年齢被保険者の場合は、基本手当の３０日分または５０日分に相当する高年齢（ ウ ）

給付金が一時金で支給されます。高年齢（ ウ ）給付金は、（ エ ）受給することができま

す。」

１．（ア）６０歳 （イ）３ヵ月 （ウ）再就職 （エ）生涯１回に限り

２．（ア）６０歳 （イ）６ヵ月 （ウ）求職者 （エ）生涯１回に限り

３．（ア）６５歳 （イ）３ヵ月 （ウ）求職者 （エ）支給要件を満たすたびに

４．（ア）６５歳 （イ）６ヵ月 （ウ）再就職 （エ）支給要件を満たすたびに
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問４０

貴博さんは、将来を見据え後期高齢者医療制度について理解を深めたいと思い、ＦＰの安藤さんに質

問をした。後期高齢者医療制度に関する下表の空欄（ア）～（エ）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。

保険者（運営主体） 都道府県単位で設立された（ ア ）

被保険者
・（ イ ）以上の高齢者

・ 一定の障害認定を受けた前期高齢者

一部負担金の割合
・ 原則として、医療費の（ ウ ）

・ 現役並み所得者は別に定める割合

保険料 （ エ ）単位で、均等割額と所得割額の合計額を徴収

＜語群＞

１．健康保険協会   ２．後期高齢者医療広域連合  ３．国民健康保険団体連合会

４． ６５歳     ５． ７０歳         ６． ７５歳

７． １割      ８． ２割          ９． ３割

１０．被保険者    １１．夫婦           １２．世帯


