
第１章　ライフプランニングと資金計画

倫理と関連法規
ファイナンシャル・プランナーの顧客に対する行為に関する次の記述のう
ち、最も不適切なものはどれか。

⒈	 	弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客の公正証書遺
言作成時に証人の１人として立ち会った。

⒉	 	社会保険労務士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、老齢年金
に関する相談に来た顧客に対し、老齢年金の受給資格や請求方法について一
般的な説明を行った。

⒊	 	宅地建物取引業者ではないファイナンシャル・プランナーが、業として、顧
客の代理人という立場で顧客の宅地と建物の売買を行った。

⒋	 	生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、ラ
イフプランの相談に来た顧客に対し、ライフイベントに応じた生命保険の活
用例について説明を行った。

重要度 ★★★問１ >>

老齢年金
老齢基礎年金および老齢厚生年金に関する次の記述のうち、最も不適切な
ものはどれか。

⒈	 	保険料の学生納付特例の適用を受けた期間は、追納しなければ、老齢基礎年
金の年金額の計算上、3分の1として計算される。

⒉	 	老齢基礎年金を繰り上げて受給した場合、繰上げ請求時の年齢等に応じて年
金額が減額され、その減額割合は生涯続く。

⒊	 	老齢厚生年金の繰上げを請求するときは、その請求と同時に老齢基礎年金の
繰上げの請求もしなければならない。

⒋	 	付加年金を受給できる者が老齢基礎年金を繰上げ受給した場合、付加年金も
同時に繰上げ受給することになる。

重要度 ★★★問２ >>



解答＆解説

問１ 解答 3
⒈	 	 	適切。顧客の公正証書遺言作成時に証人の１人として立ち会うことは、弁護士

資格を有していなくても可能である。 ➡テキストP28 ※

⒉	 	 	適切。老齢年金の受給資格や請求方法について一般的な説明を行うことは、社
会保険労務士資格を有していなくても可能である。 ➡テキストP28

⒊	 	 	不適切。宅地建物取引業者でなければ、業として、顧客の代理人という立場で
顧客の宅地と建物の売買を行ってはならない。宅地・建物の売買・交換、宅地・
建物の売買・交換・貸借の代理や媒介を業として行う場合は宅地建物取引業の
免許を受けなければならない。➡テキストP332

⒋	 	 	適切。ライフイベントに応じた生命保険の活用例について説明を行うことは、
生命保険募集人の登録を受けていなくても可能である。 ➡テキストP27

問２ 解答 1
⒈	 	 	不適切。保険料の学生納付特例の適用を受けた期間は、追納しなければ、老齢

基礎年金の受給資格期間には算入されるが、年金額を計算する際の期間からは
除かれる。 ➡テキストP49

⒉	 	 	適切。なお、繰上げ請求した場合の減額率は、「0.5％×繰上げ請求月から65
歳に達する日の前月までの月数」で計算される。 ➡テキストP51

⒊	 	 	適切。老齢厚生年金の繰上げを請求する場合は、老齢基礎年金も同時に繰上げ
請求することになる。なお、老齢厚生年金の繰下げの場合は、老齢基礎年金と
同時に行う必要はない。 ➡テキストP55・56

⒋	 	 	適切。付加年金を受給できる者が老齢基礎年金を繰上げ受給した場合、付加年
金も同様に扱われる。 ➡テキストP51

学生納付特例について、
しっかり押さえておきましょう

※ ➡テキストP00 は、同シリーズの『一発合格！ FP技能士完全攻略テキスト２級
AFP』のページを表示しています。より詳しい解説を掲載しています。



重要度 ★★★問１ >>

個人向けの生命保険商品
個人向けの生命保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適
切なものはどれか。

⒈	 	定期保険のなかには、加入後、期間の経過に応じて保険金額が減っていく逓
減定期保険や逆に保険金額が増えていく逓増定期保険があるが、保険料は保
険期間中一定である。

⒉	 	終身保険は、一生涯の死亡・高度障害保障を得られるものであるが、満期が
ないので満期保険金を受け取ることはできず、途中解約した場合の解約返戻
金もほとんど受け取ることができない。

⒊	 	一時払終身保険は、契約時に保険期間全体の保険料を一時に払い込む商品で
あるが、短期間で解約すると解約返戻金が払込保険料を下回ることがある。

⒋	 	変額保険は、運用実績に基づいて保険金額等が変動するが、死亡・高度障害
保険金については基本保険金額は保証されるという最低保証はある。

第２章　リスク管理

法人契約の経理処理
生命保険の法人契約の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なも
のはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。

⒈	 	法人が保険料を負担している終身保険で、被保険者が役員・従業員、死亡保
険金の受取人が法人の場合、負担した保険料は資産計上する。

⒉	 	法人が保険料を負担している定期保険（保険期間10年）で、被保険者が役員・
従業員、死亡保険金の受取人が法人の場合、負担した保険料は損金に算入する。

⒊	 	法人が保険料を負担している養老保険で、被保険者が役員・従業員、満期保
険金の受取人が法人、死亡保険金の受取人が被保険者の遺族の場合、その保
険料は全額資産計上となる。

⒋	 	法人が保険料を負担している定期保険特約付終身保険で、死亡保険金受取人
が法人の場合、その保険を解約した際の解約返戻金は、資産計上してある保
険料積立金を取り崩し、差額が課税対象となる。

重要度 ★★問２ >>



解答＆解説

問１ 解答 2
⒈	 	 	適切。期間の経過に応じて保険金額が減っていく逓減定期保険、保険金額が増

えていく逓増定期保険がある。ただし、保険料は保険期間中一定である。
	 	 ➡テキストP118

⒉	 	 	不適切。終身保険は、満期がないので満期保険金を受け取ることはできない。
しかし、保険料のかなりの部分が積立てに回されているので、途中で解約する
と、ある程度まとまった解約返戻金を受け取ることができる場合がある。

⒊	 	 	適切。一時払終身保険は、契約時に保険期間全体の保険料を一時に払い込む終
身保険商品である。一生涯の保障が確保でき、一定期間経過後に解約返戻金額
が一時払保険料を上回るので解約返戻金の増加が期待できる。ただし、短期間
で解約すると解約返戻金が払込保険料を下回ることがある。 ➡テキストP118

⒋	 	 	適切。なお、死亡・高度障害保険金については基本保険金額は保証されるが、
解約返戻金には最低保証がない。 ➡テキストP120

ここに注意しましょう

ここに注意しましょう

問２ 解答 3
⒈	 	 	適切。契約者が法人で、被保険者が役員・従業員、死亡保険金の受取人が法人

である終身保険の場合、その支払った保険料は資産に計上される。
	 	 ➡テキストP131

⒉	 	 	適切。契約者が法人で、被保険者が役員・従業員、死亡保険金の受取人が法人
である定期保険の場合、その支払った保険料は、期間の経過に応じて損金に算
入する。 ➡テキストP131

⒊	 	 	不適切。契約形態が、契約者＝法人、被保険者＝役員・従業員、満期保険金受
取人＝法人、死亡保険金受取人＝被保険者の遺族、である場合の養老保険の保
険料は、保険料の２分の１を資産に計上し、２分の１を損金に算入する（支払
った保険料の額のうち、その２分の１に相当する金額は資産に計上し、残額は
期間の経過に応じて損金の額に算入するが、役員・従業員その他特定の使用人
のみを被保険者としている場合には、その残額はそれぞれ役員または使用人に
対する給与となる）。 ➡テキストP132

⒋	 	 	適切。解約返戻金を受け取った場合、受け取った解約返戻金の額と資産に計上
している積立金との差額は、益金または損金の発生として計上する。

この扱いに注意しましょう



第３章　金融資産運用

金融商品
金融商品に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

⒈	 	期日指定定期預金は、据置期間である1ヵ月経過後から最長預入期日までの任
意の日を満期日として指定することができる。

⒉	 	スーパー定期預金の金利は、市場金利を基準として、各金融機関同一となっ
ている。

⒊	 	普通預金は、預入期間の定めのない流動性預金であり、公共料金などの自動
支払いや給与・年金などの自動受取口座として利用することができる。

⒋	 	貯蓄預金は、普通預金と同じように公共料金などの自動支払いや給与・年金
などの自動受取口座としても利用することができる。

重要度 ★★問１ >>

投資指標
下表に基づくS社の株式の投資指標に関する次の記述のうち、最も適切な
ものはどれか。

Ｓ社

株　価 800円

１株当たり純利益 40円

１株当たり純資産および自己資本 500円

１株当たり配当金 10円

⒈	 	Ｓ社のPERは、20倍である。

⒉	 	Ｓ社のPBRは、12.5倍である。

⒊	 		Ｓ社のROEは、5％である。

⒋	 	Ｓ社の配当性向は、1.25％である。

重要度 ★★★問２ >>



解答＆解説

問１ 解答 3
⒈	 	 	不適切。期日指定定期預金は、据置期間である1年経過後から最長預入期日ま

での任意の日を満期日として指定することができる。 ➡テキストP179

⒉	 	 	不適切。スーパー定期預金の金利は、市場金利を基準として、各金融機関が自
由に設定する。 ➡テキストP179

⒊	 	 	適切。普通預金は、預入期間の定めのない流動性預金である。公共料金などの
自動支払いや給与・年金などの自動受取口座として利用することができる。

⒋	 	 	不適切。貯蓄預金は、普通預金とは異なり、公共料金などの自動支払いや給与・
年金などの自動受取口座として利用することはできない。 ➡テキストP179

ここに注意しましょう

問２ 解答 1
⒈	 	 	適切。PER（株価収益率）は、次の計算式によって計算される。

よって、Ｓ社のPERは、
800円÷40円＝20倍となる。
➡テキストP206

⒉	 	 		不適切。PBR（株価純資産倍率）は、次の計算式によって計算される。
よって、Ｓ社のPBRは、
800円÷500円＝1.6倍となる。
➡テキストP206

⒊	 	 	不適切。ROE（自己資本利益率）は、次の計算式によって計算される。
よって、Ｓ社のROEは、
40円÷500円×100＝8％となる。
➡テキストP207

⒋	 	 		不適切。配当性向は、次の計算式によって計算される。
よって、Ｓ社の配当性向は、
10円÷40円×100＝25％となる。
➡テキストP206

PER（倍）＝	 株　価
１株当たり純利益

PBR（倍）＝	 株　価
１株当たり純資産

ROE（％）＝	（１株当たり）純利益（１株当たり）自己資本	×１００

配当性向（％）＝	１株当たり配当金１株当たり純利益	×１００



第４章　タックスプランニング

所得金額の計算の取扱い
所得税の必要経費に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

⒈	 	自宅と事務所を兼用している場合の水道光熱費、支払家賃などの費用は、業
務遂行上、直接必要であることが明らかにされる部分の金額については、必
要経費に算入することができる。

⒉	 	生計を一にする配偶者、その他一定の親族に業務用の家賃などを支払った場
合、その支払った金額を必要経費とすることができる。

⒊	 	青色申告者が、青色事業専従者である配偶者に給与を支払った場合、青色事
業専従者給与に関する届出書に記載した金額の範囲内で、相当の金額を必要
経費に算入することができるが、その配偶者を控除対象配偶者とすることは
できない。

⒋	 	年の中途で取得した資産についての減価償却費は、その年において使用した
月数に応じた分だけである。

重要度 ★★問１ >>

法人税のしくみ
内国法人の法人税等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

⒈	 	法人税の各事業年度の課税所得金額は、その事業年度の益金の額からその事
業年度の損金の額を控除して計算し、課税所得金額と企業会計における決算
上の当期純利益とは、通常一致しない。

⒉	 	法人は原則として、各事業年度終了の日の翌日から3ヵ月以内に、法人税の確
定申告書を提出しなければならない。

⒊	 	金銭で法人税を納付することが困難であっても、法人税では物納は認められ
ていない。

⒋	 	法人が一定の帳簿書類を備え付け、あらかじめ納税地の所轄税務署長に申請
し承認を受けた場合には、青色申告書を提出することができる。

重要度 ★★問２ >>



解答＆解説

問１ 解答 2
⒈	 	 	適切。家事関連費は、業務遂行上、直接必要であることが明らかにされる部分

の金額については、必要経費に算入することができる。 ➡テキストP253

⒉	 	 	不適切。生計を一にする配偶者、その他一定の親族に家賃などを支払っても、
その支払った金額を必要経費とすることはできない。 ➡テキストP253

⒊	 	 	適切。青色事業専従者として給与の支払いを受ける者は、控除対象配偶者から
除かれる。 ➡テキストP272

⒋	 	 	適切。なお、減価償却の主な方法には定額法と定率法があり、どの方法による
かは届出が必要である。届出をしないと、法定の償却方法で計算することにな
る。 ➡テキストP294〜296

問２ 解答 2
⒈	 	 	適切。法人税の課税所得金額＝企業会計の当期純利益ではない。通常一致しな

い。 ➡テキストP288

⒉	 	 	不適切。法人は原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、法
人税の確定申告書を提出しなければならない。 ➡テキストP290

⒊	 	 	適切。法人税では物納は認められていない。

⒋	 	 	適切。法人税にも青色申告の制度がある。 ➡テキストP291

法人税の基本的なしくみ、申告、納付などについて確認しておき
ましょう。



第５章　不動産

不動産の売買契約（手付）
不動産の売買契約に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

⒈	 	売買契約において、解約手付が交付された場合、買主が売買契約の履行に着
手したときには、売主が売買契約の履行に着手していなくても、買主は手付
を放棄して売買契約を解除することはできない。

⒉	 	解約手付が交付された場合、売主から解約するときには、受領した手付金額
を返還して契約を解除する。

⒊	 	解約手付の規定に従って契約が解除された場合は、特約がない限り損害賠償
の請求はできない。

⒋	 	宅地建物取引業者が自ら売主となる契約において、代金額の10分の1を超える
手付を受領することはできない。

重要度 ★★問１ >>

建築基準法
以下の土地に建築物を建築する場合の容積率の限度は、次のうちどれか。
なお、下記条件以外は考慮しないものとする。

⒈ 250％　　　　⒉	300％　　　　⒊ 360％　　　　⒋ 500％

重要度 ★★問２ >>

幅員6ｍ 道路

・近隣商業地域
・指定容積率500％
・道路幅員による制限（6／10）



解答＆解説

問１ 解答 3
⒈	 	 	不適切。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契

約を解除することができる。売主が売買契約の履行に着手していないときには、
買主は手付を放棄して売買契約を解除することができる。 ➡テキストP330

⒉	 	 	不適切。売主から解約する場合、手付金の倍額を償還（手付金を返還し、さら
に同額を買主に提供）して契約を解除する。 ➡テキストP330

⒊	 	 	適切。手付による解除の場合は、特約がない限り損害賠償の請求はできない。

⒋	 	 	不適切。宅地建物取引業者が自ら売主となる契約において、代金額の10分の2
を超える手付を受領することは禁止されている。 ➡テキストP330

解約手付をしっかりと押さえておきましょう

解約手付をしっかりと押さえておきましょう

手付金（解約手付）に注意！

問２ 解答 3
　容積率の限度は、建築物の前面道路の幅員が12m未満の敷地については、指定容積
率と前面道路幅員による制限を比べて低いほうが、その土地の容積率の限度となる。
　したがって、
　500％＞360％（6m×6／10）
　となるので、容積率の限度は360％となる。
➡テキストP345・346

ここに注意しましょう



第６章　相続・事業承継

贈与税の申告・納付等
暦年課税における贈与税の申告・納付等に関する次の記述のうち、最も適
切なものはどれか。

⒈	 	その年の1月1日から12月31日までの1年間に、個人から贈与を受けた財産（非
課税財産を除く）の価額の合計額が110万円を超える者は、贈与税の申告書を
提出しなければならない。

⒉	 	贈与税の申告期限は、贈与を受けた年の翌年の2月16日から3月15日までである。

⒊	 	贈与税の納付は金銭による一括納付が原則であるが、納期限までに一時に金
銭で納付することが困難である場合に、延納および物納が認められている。

⒋	 	婚姻期間が10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、基礎控除のほかに最高2,000万円まで
控除（配偶者控除）が認められている。

重要度 ★★問１ >>

遺産に係る基礎控除額
死亡したＡさんの親族関係図は次のようになっている。この場合の相続税
における遺産に係る基礎控除額として、最も適切なものはどれか。なお、
養子Ｅ、養子Ｆはともに普通養子、子Ｄは相続を放棄している。

⒈ 4,800万円　　　　⒉ 5,400万円

⒊ 6,000万円　　　　⒋ 6,600万円

重要度 ★★★問２ >>

被相続人Ａ

子Ｃ 子Ｄ 養子Ｅ 養子Ｆ

配偶者B

Ｃの配偶者

孫Ｇ

（相続放棄）



解答＆解説

問１ 解答 1
⒈	 	 	適切。なお、納付すべき贈与税額がない場合、申告書の提出は不要であるが、

配偶者控除等の適用を受けるときには、納付すべき税額がなくても申告書を提
出する必要がある。 ➡テキストP399

⒉	 	 	不適切。贈与税の申告期限は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日
までである。 ➡テキストP400

⒊	 	 	不適切。贈与税は延納は認められているが、物納は認められていない。
	 	 ➡テキストP400

⒋	 	 	不適切。贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が20年以上であることが要件である。
➡テキストP401

この期間に注意しましょう

年数を覚えておきましょう

問２ 解答 2
　相続税における遺産の基礎控除額の計算において、相続の放棄をした者がいても、そ
の放棄はなかった場合の相続人の数とする（本問では子D）。また、被相続人に実子がい
る場合は、養子のうち1人を相続人の数に加える（実子がいない場合は2人）。
　そこで、法定相続人の数は、配偶者B、子C、子D、養子E・Fのうち1人の4人となる。
　遺産に係る基礎控除額は
　3,000万円＋600万円×法定相続人の数
　で計算されるので、5,400万円となる。
　なお、本問の孫Gは相続人とはならない。 ➡テキストP423

計算式を覚えましょう

遺産に係る基礎控除額の計算では、「相続人の数」を間違わないよ
うに注意しましょう。



　　　個人資産相談業務　
第７章　生保顧客資産相談業務

　　　資産設計提案業務　

次の設例に基づいて、下記の各問（問1・問2）に答えなさい。第１問

老齢厚生年金
Ａさんが、60歳でＳ社を退職し、その後再就職しない場合に、原則として
65歳から受給することができる老齢厚生年金の年金額（平成29年度価額）
を計算した次の空欄①、②に入る最も適切な数値を解答用紙に記入しなさ
い。また、空欄③に入る語句を、解答用紙の「される／されない」のいずれ
かから選び、適切なものをマルで囲みなさい。計算にあたっては、《設例》
および下記の＜資料＞を利用すること。なお、問題の性質上、明らかにで
きない部分は「□□□」で示してある。

設  例

　会社員のAさん（58歳）は、妻Bさん（54歳）との2人暮らしである。Aさん
は、20歳から現在に至るまでS社に勤務している。S社の定年は満60歳で
あるが、希望すれば60歳以降も継続して勤務することが可能である。
　Aさんは、60歳からの生活について検討したいと考えている。そこで、
Aさんはファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
　Aさんおよび妻Bさんに関する資料は、以下のとおりである。

＜Aさんおよび妻Bさんに関する資料＞
（1）Aさん（会社員）
　厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険、雇用保険に加入中で
ある。
〔公的年金の加入歴（見込みを含む）〕

厚生年金保険　被保険者期間
480月（加入見込みを含む）

△
20歳�

△
60歳

　　　　　　　　平成15年3月以前の平均標準報酬月額40万円（300月）
　　　　　　　　平成15年4月以後の平均標準報酬額　50万円（180月）
（2）妻Bさん（専業主婦）
　高校卒業後から27歳でAさんと結婚するまでは厚生年金保険に加入。結
婚後は国民年金に第3号被保険者として加入している。また、Aさんが加
入している健康保険の被扶養者である。

重要度 ★★★問１ >>



退職後の社会保険
Mさんは、Aさんに対して、Aさんが60歳で退職した場合の社会保険につ
いて説明した。Mさんが説明した次の記述①〜③について、適切なものに
は○印を、不適切なものには×印を解答欄に記入しなさい。

①	「Aさんが60歳でS社を定年退職し、雇用保険から基本手当を受給する場合、基
本手当は、Aさんが公共職業安定所に求職の申込みを行った日以後、10日間の
待期期間については支給されず、待期期間満了後に失業の認定を受けた日につ
いて支給されます」

②	「Aさんが退職時の健康保険に任意継続被保険者として加入する場合、任意継
続被保険者の資格取得手続は、原則として退職した日の翌日から30日以内に行
う必要があります」

③	「Aさんが任意継続被保険者として健康保険に加入できる期間は最長で2年間で
あり、この間の保険料は全額自己負担となります」

重要度 ★★問２ >>

１．報酬比例部分の額（円未満四捨五入）　　（　①　）円
２．経過的加算額（円未満四捨五入）　　（　②　）円
３．基本年金額（上記「１＋２」の額）　　□□□円
４．加給年金額（解答用紙の「される／されない」のいずれかをマルで囲むこと）
　　Ａさんの場合、加給年金額は加算（　③　）。
５．老齢厚生年金の年金額　　□□□円

＜資料＞

老齢厚生年金の計算式
　ⅰ）報酬比例部分の額＝ａ＋ｂ
　　ａ　平成15年３月以前の期間分

　　　　平均標準報酬月額×
7.125
1,000 ×平成15年３月以前の被保険者期間の月数

　　ｂ　平成15年４月以後の期間分

　　　　平均標準報酬額×
5.481
1,000 ×平成15年4月以後の被保険者期間の月数

　ⅱ）経過的加算額＝1,625円×被保険者期間の月数

　　　　　　　　　 −779,300円×

昭和36年4月以後で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

加入可能年数×12
　ⅲ）加給年金額=389,800円（要件を満たしている場合のみ加算すること）



問１   解答　　①1,348,290円　②700円　③される

	[計算過程]
1.	報酬比例部分の額

　　400,000円×7.1251,000×300月+500,000円×
5.481
1,000×180月

　　=1,348,290円
2.	経過的加算額
　　1,625円×480月−779,300円×480月480月=700円
3.	基本年金額
　　1,348,290円+700円=1,348,990円
4.	加給年金額
　　Aさんの場合、加給年金額は加算される
5.	老齢厚生年金の年金額
　　1,348,990円+389,800円=1,738,790円
　 ➡テキストP52・53

問２ 解答

○
×
判
定

① ② ③

①不適切　		Aさんが60歳でS社を定年退職し、雇用保険から基本手当を受給する
場合、基本手当は、Aさんが公共職業安定所に求職の申込みを行っ
た日以後、7日間の待期期間については支給されず、待期期間満了後
に失業の認定を受けた日について支給される。 ➡テキストP45

②不適切　		Aさんが退職時の健康保険に任意継続被保険者として加入する場合、
任意継続被保険者の資格取得手続は、原則として退職した日の翌日
から20日以内に行う必要がある。 ➡テキストP40

③適　切　		Aさんが任意継続被保険者として健康保険に加入できる期間は最長
で2年間である。この間の保険料は全額自己負担となる。

　　　　　 ➡テキストP40

解答&解説


