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ライフプランニングと資金計画ライフプランニングと資金計画

公的年金1 必ず出る  ★★★

社会保険2 必ず出る  ★★★

●国民年金の被保険者を押さえる！

●老齢基礎年金の受給要件を覚える！

第1号被保険者 第2号被保険者、第3号被保険者に該当しない日本国内に住所があ
る20歳以上60歳未満の人すべて（自営業者など）

第2号被保険者 被用者年金（厚生年金保険・共済組合）の加入者

第3号被保険者 第2号被保険者の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の人

老齢基礎年金
の受給要件

◎受給資格期間が原則として10年※以上
◎原則として年齢が65歳に達している

※平成29年（2017年）9月分から10年に短縮

●公的介護保険の保険者と被保険者を押さえよう！

介護保険の
保険者と
被保険者

保険者は市町村および特別区、被保険者は65歳以上の第1号保険
者と40歳以上65歳未満の第2号被保険者

●公的医療保険制度には健康保険と国民健康保険がある

健康保険
被保険者と被扶養者の業務外の事由による、疾病、負傷、出産、
死亡などについて保険給付を行う制度。保険者によって、全国健
康保険協会管掌健康保険と組合管掌健康保険に分けられる

国民健康保険 健康保険等の職域保険の被保険者と被扶養者以外を対象とした公
的医療保険制度

後期高齢者
医療 原則として75歳以上の人は、後期高齢者医療制度に加入

社会保険は出題頻度が高く重
要！　各社会保険制度の内容を
整理しておこう

国民年金の被保険者や老齢基礎
年金の受給要件は、基本かつ重
要テーマ！

老齢基礎年金の受給要件は、確
実に覚えておくようにしよう
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ライフプランニング4 よく出る  ★★

●労働保険には労災保険と雇用保険がある

労災保険 保険者は政府、窓口は労働基準監督署。被保険者は原則として適
用事業所で働くすべての労働者。保険料は全額事業主負担

雇用保険 労働者が失業した場合などに必要な保険給付等を行う制度。保険
者は政府、窓口は公共職業安定所（ハローワーク）

老齢厚生年金の一部を国に代わって運営代行し、基金独自
の上乗せをすることにより、厚生年金保険よりも手厚い給
付を行うことを目的とした制度

規約型企業年金と基金型企業年金の2つの制度からなる

加入者や勤務先企業が毎月一定金額の掛金を積み立てて、
加入者（従業員）が運用指図を行い、将来受け取る年金が
積立金の運用実績によって変動する年金制度。企業型年金
と個人型年金とがある。

確定
拠出型 確定拠出年金

確定
給付型

厚生年金基金

確定給付企業年金

企業年金3 必ず出る  ★★★

●各企業年金制度のしくみを理解しておこう

可処分所得の計算式は
とても重要！　しっかり
覚えておこう

●可処分所得の計算式は必ず覚えておこう！

ライフイベント表 自分と家族の将来の予定、目標、希望など（ライフイベント）を時
系列に表したもの

キャッシュフロー表

現在の収支状況や今後のライフイベントをもとに将来の収支状況
や貯蓄残高を予想し、表形式に表したもの。キャッシュフロー表
の収入金額には、可処分所得を記入
可処分所得＝年収ー（所得税・住民税＋社会保険料）

個人
バランスシート

企業におけるバランスシートを個人に当てはめたもので、個人の
家計の資産と負債の状態を見るもの

企業年金は、毎回1、2問出題
されているので、しっかり押さえ
ておきたいテーマ！
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下記資料に基づき、可処分所得の金額を計算しなさい。
＜資料＞
給与収入：900万円　　所得税・住民税：85万円　　健康保険料：40万円
厚生年金保険料：70万円　　雇用保険料：5万円　　生命保険料：30万円

解答 900万円－（85万円＋40万円＋70万円＋5万円）＝700万円

ライフプラン策定上の資金計画

関連法規

5

6

よく出る  ★★

ここも出る  ★

ライフプラン策定上
の 資 金 計 画では、
住宅取得プランニ
ングが最も重要！

●2つの住宅ローンの返済方法をしっかり理解する

●FPが行ってはならないこととは？

●主な教育ローンと奨学金を押さえる

●フラット35の概要を押さえておこう！

元利均等返済 毎回の返済額が一定で、返済期間の経過とともに返済額のうち元
金と利息の割合が変わっていく返済方法

元金均等返済 毎回の返済額のうち、元金部分の返済が一定で、利息部分を上乗
せして返済していく返済方法

税理士法 税理士ではないFPが、税務相談、税務代理などを行ってはならな
い。これは有償・無償を問わない

教育一般貸付
（国の教育ローン）

固定金利の教育ローンで、融資額は原則として学生・生徒1人あ
たり350万円以内。返済期間は原則として15年以内

日本学生支援機構の
貸与型の奨学金

第一種奨学金（無利子貸与）、第二種奨学金（有利子貸与）
※第二種奨学金のほうが、ゆるやかな基準で選考

フラット35

融資金額 100万円以上8,000万円以下

返済期間 15年以上35年以内か、完済時の年齢が80歳となる
までの年数のいずれか短い年数

金利 長期固定金利

この2つの返済方法を混同しな
いよう注意しよう

計算問題

ＦＰが行ってはならないことを押
さえておこう！
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減債基金
係数

年金現価
係数

資本回収
係数

目標額を貯めるために必要な毎年の積立額を求めるとき
例：10年後に100万円を貯めるために、年利率2％で複利運用すると

して毎年いくら積み立てればよいか？

希望する年金額を受け取るために必要な年金原資を求めるとき
例：年利率2％の複利運用をし、毎年100万円の年金を10年間受け取

るためには、いくら元本があればよいか？

年金原資を複利運用しながら受け取れる年金額や借入金に対する利息を
含めた毎年の返済額を求めるとき

例：1,000万円を年利率2％で複利運用しながら10年間で均等に取り崩
した場合、毎年いくら受け取れるか？

●どのような場合に、どのような係数を使用するかを覚える！

終価
係数

現価
係数

年金終価
係数

現在の額から将来の額を求めるとき
例：100万円の元本を年利率2％で複利運用すると10年後いくらになる

か？

将来の額から現在必要な額を求めるとき
例：10年後に100万円にしたい場合、年利率2％で複利運用すると、

今いくらあればよいか？

毎年の積立額から将来の積立合計額を求めるとき
例：年利率2％複利で毎年10万円を10年間積み立てると、10年後の

合計はいくらになるか？

6つの係数7 ここも出る  ★

保険業法 保険募集人ではないFPが、保険の募集や勧誘を行ってはならない

弁護士法 法律問題については、法律の専門家である弁護士以外の者が業と
して行ってはならない

金融商品取引法 金融商品取引業者として登録を受けずに投資助言・代理業、投資
運用業を行うことは禁止されている

4年間にわたって、年利2.0％で複利運用しながら毎年2,000千円の資金を受け取る
場合、現時点において必要となる原資はいくらか。下記係数早見表を用いて計算し
なさい。
＜年利2.0％の係数早見表＞

期間 現価係数 減債基金係数 年金現価係数
4年 0.924 0.243 3.808

解答 2,000千円×3.808＝7,616千円

計算問題

6つの係数に関する問題は、実
技試験でよく出題されている。
しっかり覚えておこう！
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リスク管理

定期保険 一定の保険期間を決め、その期間に死亡・高度障害になった場合
のみ保険金が受け取れる保険

終身保険 保険期間を限定せず、保障が一生涯続く保険で、死亡・高度障害
となった場合に保険金が受け取れる保険

定期保険特約付
終身保険

終身保険に定期保険を特約として付加した保険。特約期間中は高
度の死亡保障が得られ、期間終了後も一生涯の死亡保障が継続す
る

こども保険 契約者である親等が死亡した場合、それ以降の保険料は免除され、
その後の生存給付金が受け取れる保険

養老保険 死亡すれば死亡保険金、満期まで生存していれば満期保険金が受
け取れる保険

変額保険 加入後の運用状況によって保険金や解約返戻金の額が変動する保
険

終身年金 被保険者が生存する限り、一生涯年金が支払われる個人年金保険

有期年金 支払期間を定め、被保険者の生存を条件として、年金が支払われ
る個人年金保険

確定年金 支払期間を定め、支払期間中は被保険者の生死にかかわらず年金
が支払われる個人年金保険

火災保険 住宅火災保険・住宅総合保険（住居のみに使用されている建物と
収容されている家財を対象とした保険）

地震保険

地震・噴火・津波を原因とする損害を補償
契約 火災保険に付帯して契約しなければならない

保険金額 建物5,000万円、家財1,000万円を上限に、主契約
の保険金額の30～50％

生命保険商品

損害保険商品

1

2

必ず出る  ★★★

必ず出る  ★★★

●主な生命保険商品のしくみ・保障内容を覚えよう！

●主な個人年金保険商品のしくみを押さえる

●主な損害保険商品の補障内容を押さえる！

生命保険商品はよく出題される
テーマ！　各保険商品の内容を
しっかり押さえておこう

損害保険商品もよく出題される
重要テーマ！　補償内容等を
しっかり押さえておこう
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●非課税となる給付金等を覚える！

●個人が損害保険の保険金を受け取ったときの課税関係を押さえる！

●法人の支払う保険料の経理処理を理解する

契約者
（保険料負担者） 被保険者 受取人 課税される税金

Ａ Ａ 相続人 相続税

Ａ B Ａ 所得税・住民税

Ａ B C 贈与税

借方 貸方

保険料積立金（資産） ××× 現金・預金 ×××

借方 貸方

定期保険料（損金） ××× 現金・預金 ×××

障害給付金・入院給付金・高度障害給付金、生前給付保険金 非課税

火災保険金、医療費用保険金、後遺障害保険金、所得補償保険金 非課税

養老保険や終身保険など貯蓄性のある保険 資産計上

定期保険など貯蓄性のない保険 損金算入

個人が死亡保険金を
受け取ったときの課
税関係は？

＜死亡保険金受取時の課税関係＞

自動車損害賠償
責任保険

（自賠責保険）

◎原則としてすべての自動車が加入しなければならない
◎補償対象は、対人賠償事故のみ

傷害保険 急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を負った場合に保
険金が支払われる

所得補償保険 被保険者が傷害または疾病により、就業不能になった場合に、被
保険者が喪失した所得を補償

保険と税金3 必ず出る  ★★★

●死亡保険金の課税関係を押さえる！

個人が受け取る保険金の課税関
係、法人の支払う保険料の経理
処理をしっかり押さえよう
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リビング・ニーズ
特約

被保険者の余命が6カ月以内と診断された場合に死亡保険金を生
前に前払いする特約。付加するための保険料は不要

特定疾病
保障保険

がん、急性心筋梗塞、脳卒中によって所定の状態と診断された場
合、それを保険事故として特定疾病保険金が支払われる保険（特定
疾病保険金を受け取った時点で契約は消滅）。特定疾病保険金が支
払われることなく死亡したときには、死亡保険金が支払われる

クーリング
オフ

申込日、またはクーリングオフの内容を記載した書面を受け取っ
た日のいずれか遅い日から起算して8日以内であれば、書面によ
り契約の申込みの撤回ができる

ソルベンシー・
マージン比率

保険会社にどのくらいの保険金等の支払い余力があるかを示す指
標。200％が健全性の目安とされる

生前給付保険と特約

保険制度全般

契約手続等

4

5

6

よく出る  ★★

よく出る  ★★

ここも出る  ★

●リビング・ニーズ特約と特定疾病保障保険の内容は重要！

●クーリングオフとソルベンシー・マージン比率を理解する！

●保険契約者保護機構の補償割合を覚える！

●契約手続等と払済保険・延長（定期）保険を理解する！

リビング・ニーズ特約と特定疾
病保障保険のしくみ・内容をしっ
かり理解しよう！

保険契約者保護機構の補償
対象と補償割合を押さえて
おこう！

払済保険と延長（定期）保険
を間違えないよう注意しよ
う！

補償対象・補償割合

生命保険契約者
保護機構

◎原則として再保険を除く全保険契約を補償
◎原則として責任準備金等の90％を補償（高予定利率契約を除く）

損害保険契約者
保護機構

◎ 自賠責保険、家計地震保険、自動車保険、火災保険（個人等に
限る）、傷害・疾病・介護に関する保険等を補償

◎ 自賠責保険、家計地震保険は100％補償。自動車保険や火災保
険は破綻後3カ月以内の保険事故は100％（3カ月経過後は80
％）補償。年金払積立傷害保険、医療保険などは90％補償
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営業保険料（加入者が保険会社に支払う保険料）
純保険料 付加保険料

保険金支払いの財源となる保険料。純保
険料は、予定死亡率と予定利率を基礎に
計算される

保険制度を運営・管理していくための経費
に充てられるもの。付加保険料は、予定
事業費率を基礎に計算される

＜契約手続等＞

告知義務

契約者または被保険者は、保険事故発生の可能性（危険）等に関す
る重要な事項のうち、保険会社が告知を求めたものについて事実
の告知をしなければならない。告知義務者が故意または重大な過
失で重大な告知をしなかったり、不実の告知をしたりした場合は、
告知義務違反となる。告知義務違反を保険会社が知った場合は、
一定の場合を除き、その契約を解除することができる

責任開始期（日） 保険契約の申込み、告知（診査）、第1回保険料の払込みの3つが完
了した日

失効 払込猶予期間を過ぎても保険料の払込みがない場合、自動振替貸
付制度が適用されない限り契約は効力を失う

復活 失効した契約でも、一定の期間内であれば、一定の条件のもとに
契約を元の状態に戻すことができる

＜保険料の払込みが困難になった場合＞

自動振替貸付
払い込まれなかった保険料に相当する金額を、その保険契約の解
約返戻金の範囲内で、自動的に立て替えて、契約を有効に継続さ
せる制度

払済保険
保険料の払込みを中止して、その時点の解約返戻金をもとに、従
前の契約と同一の保険期間のまま、同じ種類の保険または養老保
険に変更する方法

延長（定期）保険 保険料の払込みを中止して、その時点での解約返戻金をもとに、
従前の契約と保険金額を変えず、定期保険に変更する方法

生命保険料7 ここも出る  ★

●大数の法則と収支相等の原則は基本かつ重要事項

●保険料は大きく純保険料と付加保険料で構成される

保険料算出の原則と保険料
の構成を押さえておこう！

大数の法則 個々の事象は偶発的なものであっても、事象を数多く集め大数で
見ると、一定の法則性を見出すことができるというもの

収支相等の
原則

支払われる保険料の総額と予定運用益の合計額が、支払われる保
険金額と予定経費の合計額と等しくなるようにすること
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金融資産運用

配当利回り（％）＝
1株あたり配当金

株価
×100

配当利回り

投資金額に対する配当金の割合

ＲＯＥ（％）＝
当期純利益
自己資本 ×100

ＰＥＲ（倍）＝
株価

1株あたり純利益

配当性向（％）＝
1株あたり配当金
1株あたり純利益×100

ＲＯＥ（自己資本利益率）
自己資本を利用してどれだけの

利益をあげたかをみる指標

ＰＥＲ（株価収益率）
株価が1株あたりの利益の

何倍になっているかを示す指標

配当性向

純利益に対する配当金の割合

ＰＢＲ（倍）＝
株価

1株あたり純資産

ＰＢＲ（株価純資産倍率）
株価が1株あたりの純資産の

何倍になっているかを示す指標

指値注文 売買の値段を指定して注文する方法
成行注文 売買の値段を指定せずに注文する方法

株式累積投資 毎月一定金額ずつ定期的に株式を買い付けていくもの
株式ミニ投資 通常の1単元の株数の10分の1で取引できるもの

株式投資1 必ず出る  ★★★

●株式の売買注文の方法は基本かつ重要事項！

●単元株未満で株式に投資する2つの方法を押さえよう！

●配当利回り、配当性向、ＰＥＲ、ＰＢＲ、ROEの計算式を覚える！

株式投資はとてもよく出題され
ているのでしっかり押さえておき
たい重要テーマ！

下記資料に基づき、Ａ社の株価収益率（PER）と株価純資産倍率（PBR）を求めなさい。
＜資料＞

Ａ社
株価 2,400円

1株当たり配当金 120円
1株当たり純利益 200円
1株当たり純資産 600円

計算問題

解答

ＰEＲ ＝ 2,400円
200円  ＝ 12倍

ＰBＲ ＝ 2,400円
600円  ＝ 4倍
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表面利率＋ 
額面（100円）−発行価格
償還年数（償還期間）
発行価格

 
×100

表面利率＋ 
額面（100円）−買付価格
残存年数（残存期間）
買付価格

 
×100

※長期債のほうが短期債に比べ価格変動幅が大きい

応募者利回り
新規に発行された債券を購入し、

満期償還時まで保有し続けた場合の利回り

最終利回り
既発債を購入し、満期償還時まで

保有した場合の利回り

利付債 毎年決まった時期に利子が支払われる債券

割引債 利子が支払われない代わりに、額面より低い価額で発行され、額
面で償還される債券

債券の市場 取引所取引（市場）と店頭取引（市場）がある。債券の売買は店頭取
引が中心

信用リスク
（デフォルトリスク）

債券の利子、元本が支払われる期日が遅延することを含めて、利
子、元本の全部ないし一部が支払われないリスク。信用リスクを
測る基準として格付けがある

債券投資2 必ず出る  ★★★

●利付債と割引債の違いは基本事項！

●債券には2つの市場（取引）がある

●信用リスクを押さえておこう！

●債券の利回り計算の計算式を覚える！

●債券価格と利回りの関係を理解する！

●市場金利と債券価格の関係には注意が必要！

●債券価格と利回りの関係を理解する！

債券投資もよく出題されてい
るテーマ。しっかり押さえて
おこう

債券価格が上昇 利回りは低下

市場金利の上昇 債券価格の下落

格付けの高い債券 価格が高くなり、利回りは低くなる

格付けの低い債券 価格が低くなり、利回りは高くなる

債券価格が下落 利回りは上昇

市場金利の低下 債券価格の上昇
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投資対象に
よる分類

運用スタイルに
よる分類

運用手法による
分類②

追加購入の
有無による分類

運用手法による
分類①

表面利率＋ 
売付価格−買付価格

所有期間
買付価格

 
×100

所有期間利回り
債券を満期まで保有せず、
途中換金した場合の利回り

投資信託3 必ず出る  ★★★ 投資信託も重要テーマ！
とくに投資信託の分類が
大事

購入時手数料 投資信託の購入時の手数料
運用管理費用 投資信託の運用や管理の対価として支払う費用（信託報酬）

信託財産留保額
解約代金を支払うためファンドの組入証券を売却する際にかかる
売却手数料などを、解約する投資家に負担させようとするもので、
一定割合の金額を信託財産の中に留保させるもの

●投資信託の3つのコストを押さえる！

●投資信託の分類をしっかり覚える！

公社債投資信託 株式を一切組み入れないで運用
株式投資信託 株式を組み入れることができる投資信託

単位型投資信託 ファンド設定後、追加購入できない
追加型投資信託 ファンド設定後、追加購入が可能

アクティブ運用 ベンチマーク以上の収益獲得を目指す運用
パッシブ運用 ベンチマークの動きに追従することを目標に運用

グロース投資 個別銘柄の成長性を重視して銘柄選択を行う手法
バリュー投資 個別銘柄の割安性を重視して銘柄選択を行う手法

トップダウン・
アプローチ

経済環境などの分析により、業種別や国別の組入比率
などを決定し、その組み入れる銘柄を決めていく手法

ボトムアップ・
アプローチ

銘柄選択を重視し、企業訪問などのリサーチによって
銘柄を発掘し、ポートフォリオを積み上げていく方法

表面利率1.5％・残存期間6年の利付債券を額面100円当たり101円で購入した場合
の最終利回り（単利）を求めなさい（税金や手数料は考慮しないものとする。また、計
算結果は％表示における小数点以下第3位を四捨五入すること）。

計算問題

解答
1.5＋ 100円－101円

6年
101円 ×100＝1.320…

　　　　　　　　　　　　　　→1.32％
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目論見書 投資信託の購入の際などに交付される説明書のこと。交付目論見
書と請求目論見書がある

運用報告書 1年に1度（決算が年1回の場合）発行されるものであり、ファンド
の運用経過等の情報を開示、報告するための文書

景気と金利の関係 景気上向き→金利上昇、景気後退→金利下降
物価と金利の関係 物価上昇→金利上昇、物価低下→金利下降

買いオペレーション 金利を低めに誘導 売りオペレーション 金利を高めに誘導

●目論見書と運用報告書を押さえておこう！

●景気・物価と金利の関係を確認！

●公開市場操作の効果を理解する

マーケット環境の理解4 よく出る  ★★

国内総生産 一定期間内に国内の経済活動によって生み出された財・サービス等
の付加価値の総額のこと。GDPの増加率を示すのが、経済成長率

景気動向指数
生産や雇用に関する指標など景気に敏感な指標を統合して景気の
現状把握や将来予測に役立てるための指数。景気動向指数にはDI
とCIがある

日銀短観（企業
短期経済観測調査）

日本銀行が景気の現状と先行きについて企業にアンケート調査を
するもの

マネーストック
統計

一般法人、個人、地方公共団体などの通貨保有主体（＝金融機関・
中央政府以外の経済主体）が保有する通貨量の残高を集計

企業物価指数 企業間の取引および貿易取引における商品の価格変動をとらえた
もの。日本銀行が発表

消費者物価指数 家計が購入する商品やサービスの価格変動をとらえたもの。総務
省が発表

●主な経済指標等を押さえる！

マーケット環境の理
解は、 主な経済指
標等を中心に押さ
えておこう！

これらの経済指標等の意味を
しっかり理解しておこう
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資産の関連性の強さを表す尺度。1から－1までの範囲の
数値をとる
1 資産どうしが完全に同一方向で動くことを意味する
－1 資産どうしがまったく逆に動くことを意味する

0 資産どうしの動きはまったく関係を持たないことを
意味する

相関係数が－1に近づく
ほど、リスクを低く抑え
ることができます

預
金
保
険
制
度

対象 ◎当座預金　◎普通預金　◎定期預金　◎貯蓄預金　◎元本補てん契
約のある金銭信託　◎金融債（保護預かり専用商品のみ）など

対象外 ◎外貨預金　◎元本補てん契約のない金銭信託（ヒット等）　◎金融債
（募集債および保護預かり契約が終了したもの）など

預金保険
制度とは？

金融機関が破綻した場合に、預金者1人あたり元本1,000万円
とその利子に相当する額が保険金として支払われる。ただし、
決済用預金（「無利息、要求払い、決済サービスを提供できる」
という条件を満たす預金）については、全額保護の対象となる

外貨建商品は、通常、円を外貨に換え
て金融商品を購入し、満期・売却時に外
貨を円に換えて受け取る

TTS 円を外貨に換える際のレート
TTB 外貨を円に換える際のレート

ポートフォリオ 分散投資の効果を使ってリスクを抑えながら、できるだけ高
い収益を得ることを目指して金融商品を組み合わせること

アセットアロケーション 株式、債券、不動産などの資産クラスの単位での資産の分散、
配分のこと

外貨建商品・ポートフォリオ運用5 よく出る  ★★

●ＴＴＳとＴＴＢを間違えないよう注意！

●預金保険制度のしくみを理解する！

●ポートフォリオとアセットアロケーションの意味を理解する！

●預金保険制度の対象金融商品と対象外金融商品を覚える！

●相関係数の意味を理解する！

外貨建商品とポート
フォリオ運用はたび
たび出題されている
ので注意が必要！

セーフティネット6 ここも出る  ★ 預金保険制度のしくみ、預金保
険制度の対象・対象外の金融商
品を押さえておこう！
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タックスプランニング

1　利子所得
範囲 所得金額の計算方法 課税方法

公社債および預貯金の利
子、公社債投資信託の収
益分配等に係る所得

利子所得の金額＝収入金額
利子支払いの際に所得税・
住民税が源泉徴収される
※特定公社債等は申告分離課税

5　給与所得
範囲 所得金額の計算方法 課税方法

給与、賃金等および賞与
ならびにこれらの性質を
有する給与に係る所得

給与所得の金額＝
収入金額−給与所得控除額

給与所得は総合課税の対
象となるが、給与の支払
いのつど、源泉徴収され
る

3　不動産所得
範囲 所得金額の計算方法 課税方法

不動産、不動産の上に存
する権利などの貸付けに
よる所得

不動産所得の金額＝
総収入金額−必要経費

不動産所得は総合課税で
ある

※不動産の貸付けが事業的規模であっても、所得区分はあくまで不動産所得である

2　配当所得
範囲 所得金額の計算方法 課税方法

法人から受ける利益の配
当、公社債投資信託以外
の投資信託の収益分配な
どに係る所得

配当所得の金額＝
収入金額−負債利子

配当所得は原則として総
合課税の対象であるが、
申告不要制度を適用する
ことができる

4　事業所得
範囲 所得金額の計算方法 課税方法

対価を得て継続的に行わ
れる事業から生ずる所得

事業所得の金額＝
総収入金額−必要経費

事業所得は原則として総
合課税される

●10種類の所得の内容を押さえる！

各種所得の内容1 必ず出る  ★★★ 各種所得の内容は最重要テーマ！
範囲、所得金額の計算式、課税
方法をしっかり押さえておこう！
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退職所得
控除額

6　譲渡所得（土地・建物等以外）
範囲 所得金額の計算方法 課税方法

資産の譲渡による所得。
所有期間によって短期譲
渡所得と長期譲渡所得に
分けられる
◎ 所有期間5年以下→短

期譲渡所得
◎ 所有期間5年超→長期

譲渡所得

譲渡所得の金額＝
総収入金額−（取得費＋
譲渡費用）−特別控除額

（最高50万円）

土地・建物等以外の資産
を譲渡したことによる所
得は総合課税される。合
計する金額は、短期譲渡
所得は全額、長期譲渡所
得は2分の1の金額

7　一時所得
範囲 所得金額の計算方法 課税方法

営利を目的とする継続的
な行為から生じた所得以
外の一時の所得

一時所得の金額＝総収入
金額−収入を得るために
支出した金額−特別控除
額（最高50万円）

一時所得は総合課税され
るが、一時所得の金額の
2分の1が他の所得と総合
される

8　雑所得
範囲 所得金額の計算方法 課税方法

他の所得いずれにも該当
しない所得。公的年金等
と公的年金等以外に区分
される

雑所得の金額＝ａ＋ｂ
ａ：  公的年金等の収入金
額−公的年金等控除
額

ｂ：  公的年金等以外の総
収入金額−必要経費

雑所得は原則として総合
課税される

9　退職所得
範囲 所得金額の計算方法 課税方法

退職手当など、退職によ
り受ける給与およびこれ
らの性質を有する給与に
係る所得

退職所得の金額＝
（収入金額−退職所得控
除額）×1／2

退職所得は他の所得と区
分して分離課税される

10　山林所得
範囲 所得金額の計算方法 課税方法

山林の伐採または譲渡に
よる所得（保有期間5年以
下を除く）

山林所得の金額＝
総収入金額−必要経費−
特別控除額（最高50万円）

山林所得は分離課税され
る

勤続年数20年以下 40万円×勤続年数（最低80万円）
勤続年数20年超 800万円＋70万円×（勤続年数−20年）

※勤続年数に1年未満の端数があるときはこれを1年とする
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主な非課税
所得にはど
んなものが
ある？

＜主な非課税所得＞
◎出張等に伴って支給される旅費で通常必要であるもの
◎通勤手当のうち一定までの金額（月額15万円）
◎職務上必要な制服等の現物給与
◎遺族の受ける恩給および年金
◎損害賠償金、損害保険金
◎宝くじの当せん金　など

下記資料に基づき、養老保険の満期保険金に係る一時所得の金額を計算しなさい（本
年中にこの満期保険金のほかに一時所得に該当する所得はないものとする）。
＜資料＞

養老保険

保険契約者（保険料負担者）

Ａさん被保険者

満期保険金受取人

満期保険金額 800万円

支払保険料総額 680万円

退職一時金3,500万円が支給される場合の退職所得の金額を計算しなさい。なお、
勤続年数は35年5カ月である。また、障害者になったことに基因する退職ではない
ものとする。

解答
◎退職所得控除額…800万円＋70万円×（36年－20年）＝1,920万円
◎退職所得の金額…（3,500万円－1,920万円）×1／2＝790万円
※勤続年数に1年未満の端数がある場合は1年とする。

計算問題

計算問題

解答
800万円－680万円－50万円＝70万円
※�なお、総所得金額に算入されるべき金額は、
一時所得の金額の2分の1の額である。

●所得税の基本事項はしっかり押さえておく

●主な非課税所得とは？

所得税のしくみ2 必ず出る  ★★★ 所得税のしくみは、基本かつ重
要テーマ。しっかりと押さえてお
きたい！

所
得
税
の
基
本
事
項

暦年単位
課税 個人の1月1日から12月31日までの1暦年間の所得に対して課税

所得の分類 所得の種類（10種類）によって計算方法が異なる

総合課税と
分離課税

10種類に区分した所得を総合して課税→総合課税
一定の所得は他の所得と総合しないで課税→分離課税

税率 超過累進税率が適用される
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所得税は、原則として総合課税されるが、
次のような所得は分離課税される

◎退職所得　◎山林所得
◎土地・建物等の譲渡所得など

●分離課税される所得の主なものを覚える！

損益通算

法人税

3

4

よく出る  ★★

よく出る  ★★

損益通算に関連する問題は毎回
のように出題されている。しく
みをしっかり理解しておこう

法人税は毎回出題されるテーマ。法人税の
基本的なしくみと役員給与や交際費、租税
公課などの取扱いを中心に押さえておこう！

損益通算の対象と
なる所得 不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の損失が対象

損益通算の対象と
ならないもの

◎ 生活に通常必要ではない資産に係る所得の金額の計算上
生じた損失

◎不動産所得に係る土地の取得に要した負債利子
土地・建物等に係る
譲渡所得の
損失の扱い

土地・建物等の譲渡所得の金額の計算上生じた損失は、一
定のものを除き、土地・建物等の譲渡による所得以外の所
得と損益通算することができない

株式等に係る譲渡所得
の損失の扱い

株式等に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失は、原則
として株式等の譲渡による所得以外の所得と損益通算する
ことができない

法人税 法人の所得金額に対して課される税金

減価償却

減価償却資産（建物、建物附属設備、機械装置、器具備品、車両
運搬具など、一般的に時の経過等によってその価値が減っていく
資産）の取得に要した金額を一定の方法によって各年分の必要経
費として配分していく手続き

減価償却の方法 定額法・定率法

●損益通算の対象とならないものに注意！

●法人税の基本的なしくみをしっかりと押さえておく！

●減価償却のしくみを理解する！

法
人
税
の
基
本
事
項

所得金額の
計算 法人の事業年度の所得を、益金の額から損金の額を控除して計算

税率 原則として所得金額に関係なく一定割合とする比例税率

事業年度・
納税

法人の定款に定められた事業年度を計算期間として所得金額を計算
し、法人税は、原則として事業年度終了の日の翌日から2カ月以内
に確定申告をして、納税することになっている

納税地 原則として、法人の本店または主たる事務所の所在地が納税地となる
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※�ただし、これらの給与に該当した場合でも、法人が事実を隠ぺいしまたは仮装して経理することによりその役員に
対して支給するものや、不相当に高額な部分の金額は、損金の額に算入されない

※資本金の額等が100億円を超える法人を除く

交際費の取扱いには注意が必要。
しっかり押さえておこう

資本金が1億円以下
の中小法人

すべての法人※

定額控除限度額（800万円） 損金算入

飲食費に係る支出 50％損金算入

役員給与の
取扱いとは？

交際費の
取扱いとは？

＜役員給与の取扱い＞
役員給与のうち、役員退職給与、新株予約権による現物
給与、使用人兼務役員給与は、原則として損金の額に算
入される。これら以外の役員給与のうち、定期同額給与、
事前確定届出給与、業績連動給与のいずれかに該当する
場合は、損金の額に算入される

交際費は原則として損金とならないが、中小法人（資本
金1億円以下の法人）については、交際費等のうち一定の
限度額までは損金として認められる

●役員給与の取扱いを押さえる！

●交際費の取扱いを押さえる！

●租税公課の損金算入・不算入を覚える

◎法人税　◎住民税　◎延滞税　◎加算税　◎罰金など 損金不算入

◎事業税　◎事業所税　◎自動車税　◎固定資産税など 損金算入

消費税5 よく出る  ★★ 消費税では、主な非課税取
引と中小事業者の特例に注意
しよう

●消費税の基本的なしくみを押さえる！

消費税の
課税対象

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、貸付
けおよび役務の提供と外国貨物の輸入

納税義務者 国内取引の納税義務者は個人事業者と法人



19

主な
非課税取引

◎ 土地の譲渡および貸付け　◎有価証券等の譲渡　◎預貯金の利子
や保険料　◎商品券、プリペイドカードなどの物品、切手等の譲渡

◎社会保険医療の給付等　◎介護保険サービスの提供など

中小事業者の
特例

◎ 課税期間に係る基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者
は原則としてその課税期間の納税義務が免除

◎ 課税期間に係る基準期間の課税売上高が5,000万円以下で、簡易
課税制度の適用を受ける旨の届出書を事前に提出している事業者
は、原則として簡易課税制度の適用を受けることができる

所得控除6 よく出る  ★★ 所得控除もよく出題されるテー
マ。とくに医療費控除に注意し
よう！

医療費控除
納税者本人または配偶者その他同一生計の親族のために医療費を
支払った場合、一定額が控除されるもの
控除額＝（医療費−保険金等で補てんされる金額）−10万円※

※�限度200万円。総所得金額等が200万円未満の場合、総所得金額等×5％の金額

社会保険料
控除

納税者が自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族
の負担すべき社会保険料を支払った場合、または給与から控除さ
れた場合などに受けられる所得控除

配偶者控除
納税者が控除対象配偶者を有する場合に一定額が控除されるも
の。納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下でなければ適用
を受けることができない

配偶者
特別控除

納税者と同一生計の配偶者で、その年分の合計所得金額が一定額
未満である者を有する場合に、一定額が控除されるもの。納税者
本人の合計所得金額が1,000万円以下でなければ適用を受けるこ
とができない

扶養控除 納税者が扶養親族を有する場合に認められる控除

●主な所得控除を押さえる！

下記資料に基づき、本年分の確定申告における所得税の医療費控除の控除額を計算
しなさい。なお、本年分の総所得金額等の合計額は、600万円とする。
＜資料＞
〈本年中に支払った医療費等〉
・  ケガによる入院治療費および通院費：18万円（生命保険契約における医療特約により、

入院給付金5万円を受け取っている）
・虫歯の治療費：3万円
・健康増進のためのビタミン剤購入費：2万円

解答 18万円＋3万円－5万円－10万円＝6万円

計算問題
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＜配当控除の控除額＞
課税総所得金額等が

1,000万円以下である場合 配当所得の金額×10％

課税総所得金額等が
1,000万円超である場合

ａとｂの合計額
ａ　 配当所得の金額のうち、課税総所得金額等から1,000

万円を控除した金額に達するまでの金額×5％
ｂ　配当所得の金額のうち、ａ以外の金額×10％

税額控除・所得税の申告と納付7 ここも出る  ★

配当控除
配当所得がある場合に一定金額を税額控除するもの。申告不要制
度を選択した配当や申告分離課税の適用を選択した上場株式等の
配当などは対象とならない

住宅借入金等
特別控除

一定の要件を満たすマイホームの新築、取得または増改築をし、
住宅ローンを返済期間10年以上で借り入れた場合に、その借入金
の各年末残高に一定の割合を乗じた金額を税額控除するもの
◎居住用家屋を取得等して、その取得した日から6カ月以内に居住
◎控除を受ける年分の合計所得金額が、2,000万円※以下であること

確定申告 所得税の金額を確定する手続きを翌年2月16日から3月15日まで
の間に行う

給与所得者で
確定申告しなければ
ならない者

◎給与等の金額が2,000万円を超える者
◎ 給与所得および退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える

者

青色申告
できる者

不動産所得、事業所得、山林所得のいずれかの所得を生じる業務
を行う者で、所轄税務署長の承認を受けた者

青色申告者
の主な特典

◎青色申告特別控除（10万円または55万円が控除できる）
◎青色事業専従者給与

●配当控除のしくみを理解する！

●住宅借入金等特別控除をしっかり押さえる！

●所得税の申告と納付、とくに給与所得者の確定申告に注意！

●青色申告制度と青色申告者の主な特典を押さえる！

税額控除や所得税の
申告と納付もたびた
び出題されているの
で押さえておきたい！

配当控除の対象とならないものに注意
しよう。また、住宅借入金等特別控除
の内容をしっかり押さえておこう

※令和4年（2022年）〜
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不動産

普通借地権の
存続期間は？

定期借地権を
整理すると？

＜普通借地権の存続期間＞
期間の定めあり 期間の定めなし

当初の期間 30年以上 30年

最初の更新後の期間 20年以上 20年

次回以降の更新後の期間 10年以上 10年

一般定期
借地権

建物譲渡特約付
借地権

事業用定期
借地権等

期間 50年以上 30年以上 10年以上50年未満

契約方式 公正証書等
の書面 規定なし 公正証書

利用目的 制限なし 規定なし 事業用（居住用不可）

不動産の取引1 必ず出る  ★★★ 不動産売買における留意点、借
地借家法ともによく出題される
テーマ。しっかり理解しておこう！

解約手付が
交付された場合

相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は交付した手付金を放
棄し、売主は手付金の倍額を償還して契約を解除することができる

危険負担
不動産の売買契約において、引渡し前に、その建物等が、契約当
事者の責任ではない事由で滅失等した場合には、買主は特約がな
くても売買代金の支払いを拒むことができる

契約不適合責任

引き渡された目的物が契約の内容に適合していない場合、買主は
売主に対して、履行の追完の請求、損害賠償請求、契約の解除、
代金減額請求ができる。買主は、契約に適合しないことを知って
から1年以内にその旨の通知が必要

定期借地権 当初定められた契約期間で借地関係が終了する借地権

普通借家権 普通借家権の存続期間は、契約で期間を定める場合は1年以上。1
年未満の期間を定めた場合は期間の定めがないものとされる

定期借家権 期間の満了により更新されることなく契約が終了する借家権。期間
の制約がなく、期間の設定が自由（1年未満も可能）

●不動産売買における留意点を理解する！

●借地借家法・借地権と借家権の存続期間を覚える！
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市街化区域内では少なくとも用途地域が定めら
れますが、市街化調整区域内では用途地域を定
めないことになっています

区分所有者
の意思決定
とは？

＜区分所有者の意思決定＞

◎規約の設定、変更、廃止
◎共用部分の変更など

区分所有者および
議決権の各4分の3以上

◎建物の建替え 区分所有者および
議決権の各5分の4以上

不動産に関する法令上の規制2 必ず出る  ★★★

市街化区域 すでに市街地を形成している区域、およびおおむね10年以内に優
先的かつ計画的に市街化を図るべき区域

市街化調整区域 市街化を抑制すべき区域

建築基準法上の
道路

原則として幅員4ｍ以上の道路。都市計画区域内、準都市計画区
域内の建物の敷地は、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

用途に関する
制限

用途地域内の建物は、用途の規制を受ける。建物の敷地が2つ以
上の異なる用途地域にまたがるときは、過半の属する地域の制限
を受ける

建蔽率 建物の建築面積の敷地面積に対する割合

容積率

建物の延べ面積の敷地面積に対する割合。敷地の前面道路の幅員
が12ｍ未満の場合には、その前面道路の幅員に一定の乗数を乗じ
たものと、都市計画で定められた容積率とを比較して、いずれか
少ない数値のほうがその容積率となる

専有部分 区分所有権の対象となる部分で、建物の独立した部分

共用部分 専有部分とはならない部分で、法定共用部分と規約共用部分があ
る

敷地利用権
区分所有建物の専有部分を所有するために、建物の敷地を利用す
る権利。原則として、敷地利用権は専有部分と切り離して処分す
ることはできない

●都市計画法・市街化区域と市街化調整区域が重要！

●建築基準法は最重要！ 規制の内容をしっかり押さえる

●区分所有法・区分所有者の意思決定に注意！

不動産に関する法令上の規
制はよく出題される重要
テーマ。とくに建築基準法
はしっかり押さえておこう！
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登記記録の
構成は？

登記記録の構成はとても重要。上
の表をしっかり覚えておこう

公示価格 一般の土地取引価格の指標となるもの。毎年1月1日時点の価格を
3月に発表

基準地価格 一般の土地取引価格の指標となるもの。毎年7月1日時点の価格を
9月に発表

路線価
（相続税路線価）

贈与税・相続税を算出する際の基礎。毎年1月1日時点で評価し、
7月に発表。おおむね公示価格の80％が目安

固定資産税
評価額

固定資産税、都市計画税、不動産取得税等の算出の基礎。3年ご
とに評価替えが行われる。おおむね公示価格の70％が目安

原価法 価格時点における対象不動産の再調達原価を求め、この再調達原
価について、減価修正を行い、対象不動産の価格を求める方法

取引事例
比較法

多くの事例の中から選択された事例の取引価格について、修正や比較
を行って求めた価格を比較考慮し、対象不動産の価格を求める方法

収益還元法 対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現在価
値の総和を求めることにより対象不動産の価格を求める方法

●不動産の4つの公的な価格を押さえる！

●不動産の鑑定評価の手法を覚える！

＜登記記録の構成＞

表示の登記 表題部

土地や建物の物理的概要が記録されている
◎土地登記…所在、地番、地目、地積等
◎建物登記…所在、家屋番号、種類、構造、
　　　　　　床面積等

権利の登記 権利部
甲区 所有権に関する事項
乙区 所有権以外の権利に関する事項

不動産の見方3 必ず出る  ★★★
不動産登記も重要テーマなの
で、しっかり押さえておこう

対抗力 原則として登記がなければ、第三者に対抗することができない

公信力
登記には公信力が認められていない。登記の内容と真実の権利関
係が食い違っていた場合、登記を真実であると信頼して取引した
としても、権利を取得できない場合がある（法的に保護されない）

●不動産登記の効力と登記記録の構成を押さえる！
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居住用財産を
譲渡した場合の
3,000万円の

特別控除

譲渡所得金額
の計算

総収入金額−（取得費＋譲渡費用）−特別控除
（3,000万円）

所有期間
所有期間を問わない（ただし、譲渡した年の前
年または前々年に適用を受けている場合は適
用されない）

譲渡先
譲渡先が自分の親族（配偶者や直系血族など）
や自分の関係する法人である場合は適用を受
けることができない

居住用財産を
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）

譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超える居住用財
産を譲渡した場合、3,000万円控除後の譲渡益に対する税率が低
くなる特例

6,000万円以下の部分 6,000万円超の部分
長期譲渡所得金額×14％

（所得税10％・住民税4％）
長期譲渡所得金額×20％

（所得税15％・住民税5％）
※復興特別所得税が追加的に課税（平成25年（2013年）1月1日〜）

居住用財産を譲渡した場合
の3,000万円の特別控除と
軽減税率の特例の内容をしっ
かり理解しておこう

不動産の譲渡に係る税金4 必ず出る  ★★★

長期譲渡所得 譲渡した日の属する年の1月1日において所有期間が5年超
短期譲渡所得 譲渡した日の属する年の1月1日において所有期間が5年以内

譲渡所得金額 譲渡所得金額＝総収入金額−（取得費＋譲渡費用）
※概算取得費…取得費は総収入金額の5％とすることもできる

長期譲渡所得の税額計算 長期譲渡所得金額×20％（所得税15％・住民税5％）
短期譲渡所得の税額計算 短期譲渡所得金額×39％（所得税30％・住民税9％）

※復興特別所得税（所得税額×2.1％）が追加的に課税（平成25年（2013年）1月1日〜）

●土地・建物等の譲渡における長期譲渡と短期譲渡を押さえる！

●譲渡所得金額と税額の計算・税率をしっかり覚える！

●居住用財産を譲渡した場合の特例の適用要件等を押さえる！

不動産の譲渡に係る税金で
は、居住用財産を譲渡した
場合の特例がとくに重要！
しっかり理解しておきたい！
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固定資産税

固定資産を所有している者に対して市町村が課税する税金
課税対象 土地・家屋・償却資産
納税義務者 1月1日現在の固定資産の所有者
課税標準 固定資産税評価額

都市計画税
都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に充てるた
め、原則として市街化区域内の土地・家屋の所有者に対して市町
村が課税する税金

不動産の取得・保有に係る税金5 よく出る  ★★

不動産取得税
不動産（土地・家屋）の取得に対して、所在地の都道府県が課税。
相続や法人の合併などの場合は非課税。課税標準は原則として固
定資産税評価額

登録免許税 不動産の登記等を受ける者に対して、登記申請時に国が課税

印紙税 売買契約書などを作成する際に課税。課税文書に印紙を貼り、そ
れを消印することによって国に納付

●不動産の取得に係る税金・不動産取得税の課税標準や非課税などに注意！

●不動産の保有に係る税金には、固定資産税と都市計画税がある

不動産の取得に係る税
金、不動産の保有に係
る税金ともにその概要
を押さえておこう！

不動産の有効活用6 ここも出る  ★
土地の有効活用の事業方式
を押さえておこう！

自己建設方式
土地所有者が自ら有効活用を企画し、所要資金の調達、建築工事の
発注、建物の管理運営など、基本的に土地所有者自身が行う事業方
式

事業受託方式 デベロッパーが、土地活用の企画・立案・建設・管理などの事業
を土地所有者から受託して行う事業方式

土地信託方式 信託銀行に信託という形で形式的に土地を預け、信託銀行が事業
を運営する方式

等価交換方式
土地所有者が土地を出資し、デベロッパーがその上に建築する建
物の費用を出資し、各々の出資割合に応じてマンション等の土地・
建物を所有する事業方式

定期借地権方式 土地に定期借地権等を設定して、土地を貸す事業方式

●土地の有効活用の事業方式を押さえる！



26

相続・事業承継

孫は直接相続人とはならないが、相続発生時に子（孫の父母）が死
亡していた場合は、孫を子の代わりに相続人と認める制度。相続
人となる者が欠格・廃除に該当した場合も代襲相続が認められる
が、相続を放棄した場合には代襲相続の取扱いはない

代襲相続

＜財産分割の方法＞

現物分割 相続する数量、金額、割合を決めて現物のまま
分割する方法

換価分割 相続によって取得した財産の全部または一部を
金銭に換価して分割する方法

代償分割
特定の者が遺産を取得し、その代償として自己
の財産を他の相続人に支払うことによって分割
する方法

配偶者は常に相続人となり、第
1順位から第3順位の相続人が
いる場合には、それらの者と同
順位で相続します

それぞれの順位者
が複数いる場合に
は、さらに人数で
均等分割します

相
続
人
の
順
位

第1順位 子
第2順位 直系尊属
第3順位 兄弟姉妹
常に相続人 配偶者

相続人 法定相続分
配偶者と子 配偶者…1／2　子…1／2

配偶者と直系尊属 配偶者…2／3　直系尊属…1／3
配偶者と兄弟姉妹 配偶者…3／4　兄弟姉妹…1／4

財産分割の
方法は？

相続人は相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、単純承認、
限定承認、相続の放棄のいずれかを選択し、意思決定しなければなりません

相続と法律1 必ず出る  ★★★ 相続と法律は、最重要テーマ。
法定相続分、承認と放棄、遺言
などをしっかり理解しておこう！

●法定相続人とその順位を覚える！

●法定相続分をしっかり覚える

●3種類の財産分割の方法を押さえよう！

●相続の承認と放棄の方法を押さえる！

単純承認 無条件に被相続人の権利義務を承継すること

限定承認 相続で得た財産（積極財産）の限度においてのみ債務（消極財産）を
負担するという相続の方法

相続の放棄 相続の効果を拒絶する意思表示をすること
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3つの
遺言方式を
整理すると？

＜普通方式遺言＞
自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言

作成
手順 本人が全文自筆 本人が口授、

公証人が筆記

本人が遺言書に
署名押印後、公
証人役場で手続
き

検認 必要※ 不要 必要
※自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は検認が不要。

遺留分と遺留分
権者とは？

死亡保険金の
非課税金額は？

被相続人にかかわる一定の財産のうち、一定の相続人そ
れぞれが自らその権利を行使すれば必ず取得できる財産
の範囲。遺留分は、配偶者、子、直系尊属に認められて
いるが、兄弟姉妹には認められていない

非課税限度額＝500万円×法定相続人の数
相続の放棄があったときは、その放棄がなかったものとした場合の
相続人の数とする。被相続人に養子がある場合には、養子の数に制
限がある
◎実子がいる場合　→養子のうち1人まで
◎実子がいない場合→養子のうち2人まで

相続を放棄した者、相続人ではない者が生命保険金を取得した場合
には、非課税の適用は受けられない

贈与時のその財産の価額が相続税の課税財産
に加算される

相続開始前3年以内に
被相続人から贈与を受けた財産

●普通方式遺言の3つの遺言方式は重要！

●遺留分と遺留分権者を覚える！

相続と税金2 必ず出る  ★★★ 死亡保険金の非課税金額、債務
控除、遺産に係る基礎控除額など
を中心にしっかり押さえておこう！

本来の相続財産 相続や遺贈により取得した一切の財産で、金銭に見積もることがで
きる経済的価値のあるものすべてが含まれる

みなし相続財産 死亡保険金や死亡退職金など、相続税の計算上、相続または遺贈
によって取得したとみなし、相続税を課税するもの

●相続財産には本来の相続財産とみなし相続財産がある！

●死亡保険金の非課税金額・放棄があった場合や養子の扱いに注意！
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控除できる
債務・葬式費用
の範囲は？

相続税の
納税方法は？

原則＝金銭による一括納付　例外＝延納と物納

延納 金銭で一時に納めることが困難である場合、一定
の要件のもと、年賦延納が認められている

物納 延納によっても金銭で納付することが困難である
場合、一定の要件のもと、物納が認められている

＜債務控除の対象・対象外＞
控除の対象 控除の対象外

◎借入金　　◎未払医療費
◎未払いの所得税　
◎通夜費用
◎ 葬式前後に生じた出費で通常

必要と認められるものなど

◎墓地買入未払金
◎遺言執行費用
◎香典返戻費用など

●債務控除・控除の対象外となるものを覚える！

遺産に係る
基礎控除額

遺産に係る基礎控除額
＝3,000万円＋600万円×法定相続人の数
※相続の放棄があった場合や養子の取り扱いは、死亡保険金の非課税と同様

相続税額の
2割加算

相続や遺贈で財産を取得した者が、被相続人の配偶者か一親等の
血族でない場合、算出税額の20％が加算される

配偶者の
税額軽減

配偶者については、被相続人死亡後の配偶者の生活への配慮など
から、税額の軽減の規定が設けられている

相続税の申告書の提出期限 相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月
以内

●相続税の計算・遺産に係る基礎控除額の計算式を覚える！

●相続税の申告と納付・相続税の納税方法を理解する！

下記資料に基づき、相続税の課税価格の合計額を計算しなさい。
＜資料＞
〈課税価格の合計額を算出するための財産等の相続税評価額〉
・土地　　　　　　　　：2,800万円（小規模宅地等の減額の特例適用後）
・建物　　　　　　　　：1,200万円
・預貯金等　　　　　　：3,500万円
・債務および葬式費用　：  700万円

解答 2,800万円＋1,200万円＋3,500万円－700万円＝6,800万円

計算問題
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宅地の上に
存する権利等
の評価は？

家屋の
評価額の
計算式は？

＜宅地の上に存する権利等の評価＞
借地権の評価額＝自用地評価額×借地権割合
貸宅地の評価額＝自用地評価額×（1−借地権割合）
貸家建付地の評価額＝自用地評価額×（1−借地権割合
×借家権割合×賃貸割合）

＜家屋の評価＞
自用家屋の評価額＝固定資産税評価額×1.0
貸家の評価額＝固定資産税評価額×（1−借家権割合×
賃貸割合）

下記資料に基づき、Ａさんの相続における遺産に係る基礎控除額を計算しなさい。
＜資料＞

解答
3,000万円＋600万円×4人＝5,400万円
※�相続の放棄があっても、その放棄がなかったも
のとした場合の法定相続人の数とする

計算問題

〈死亡したＡさんの親族関係図〉
Ａさん

（被相続人） 妻Ｂさん

長男Ｃさん 長女Ｄさん 二女Ｅさん
（相続放棄）

相続財産の評価（不動産）3 よく出る  ★★

宅地の評価単位 1画地（利用の単位となっている1区画）の宅地ごとに評価

宅地の評価方式
路線価方式 市街地の宅地の評価に用いられ、宅地の面する路線

に付された路線価を基礎として評価額を求める方法

倍率方式 宅地の固定資産税評価額に、国税局長が定めた一定
の倍率を乗じて計算する方法

●宅地の評価単位や評価方式を押さえる！

●宅地の上に存する権利等の評価額の計算式を覚える！

相続財産の評価（不動産）
では、宅地の上に存する
権利等の評価が重要！　
計算式を覚えておこう
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110万円、20年、2,000万円
などの数字をしっかり覚えてお
こう

所有する土地（下記資料）にアパートを建築し、賃貸の用に供している。下記資料に
基づき、この土地について路線価方式により宅地評価を行った場合の宅地の相続税
評価額を計算しなさい。
＜資料＞

解答 自用地としての評価額…150千円×200㎡＝30,000千円
貸家建付地としての評価額…3,000万円×（1－0.8×0.3×1）＝2,280万円

150Ｂ

200㎡
※奥行価格補正率等は考慮しないものとする
※借地権割合80％　借家権割合30％　賃貸割合100％

計算問題

贈与と税金4 よく出る  ★★ 贈与と税金もよく出題されてい
るので、しっかり押さえておきた
いテーマ！　とくに特例が重要

贈与税の
非課税財産

◎法人からの贈与財産（所得税・住民税が課税される）
◎扶養義務者からの生活費・教育費
◎相続開始の年の贈与（相続税が課税される）

贈与税額の計算
（暦年課税）

（課税価格−基礎控除額）×税率＝贈与税額
贈与税の基礎控除額→110万円

贈与税の納付方法 原則→金銭一括　例外→延納

贈与税の
配偶者控除

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用
不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除
110万円のほかに最高2,000万円まで控除できるという特例

相続時精算課税
贈与税・相続税を通じた納税を行う制度。特別控除額は2,500
万円で、特別控除額を超える部分に対して、一律20％の税率が
適用される

●贈与税の非課税財産に注意！

●贈与税の特例・期間や控除額、税率などの数字を覚える！
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贈与の
種類は？

＜贈与の種類＞
定期贈与 定期の給付を目的とする贈与

負担付贈与 贈与を受けた者に、一定の給付をする義務を
負わせる贈与

死因贈与
贈与をする者の死亡により効力が発生する贈
与。死因贈与により取得した財産は相続税の
課税対象とされる

取引相場のない株式の評
価に注意しよう

相続財産の評価（不動産以外）5 よく出る  ★★

預貯金の評価
預入残高＋既経過利子の額
※定期預金等以外の預貯金で既経過利子の額が少額なものは預入
残高で評価

上場株式の評価

次の価額のうち最も低い価額で評価
◎課税時期の最終価格
◎課税時期の属する月の毎日の最終価格の平均額
◎課税時期の属する月の前月の毎日の最終価格の平均額
◎課税時期の属する月の前々月の毎日の最終価格の平均額

取引相場のない
株式の評価方式

原則的評価方式
（同族株主等が取得した場合）

類似業種比準方式
純資産価額方式
併用方式

特例的評価方式
（同族株主以外の株主等が取得
した場合）

配当還元方式

●上場株式の評価、取引相場のない株式の評価を押さえる！

相続財産の評価（不動産
以外）では、取引相場の
ない株式の評価を中心に
押さえておきたい！

贈与と法律6 ここも出る  ★ 贈与と法律は、贈与の意義、贈
与の種類などを中心に押さえて
おこう！

贈与 当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示を
し、相手方がそれを受諾することによって成立する契約

●死因贈与により取得した財産の課税関係に注意！


