
第1章　ライフプランニングと資金計画

次の各文章を読んで、正誤もしくは正しい選択肢を答えなさい。

重要度 ★★
　金融商品取引業者として内閣総理大臣の登録を受けなくても、ファイ
ナンシャル・プランナーは、顧客と投資顧問契約を締結し、その契約に
基づき投資助言・代理業を行うことができる。

1

重要度 ★★
　雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金は、原則として60歳到達時点に
比べて、賃金が75％未満に低下した状態で就労している60歳以上65歳未
満の雇用保険の一般被保険者に対して、一定期間支給される給付である。

2

重要度 ★★
　確定拠出年金の加入者が10年以上掛金を拠出している場合は、原則と
して65歳から老齢給付金を受給することができる。

3

　下記の〈資料〉によれば、Ａさんのライフプランニング上の可処分所得
の金額は、（　　　）である。

１）350万円　　　２）520万円　　　３）540万円

重要度 ★★★

　給与収入	 ：	700万円（給与所得は510万円）
　所得税・住民税	：	70万円
　社会保険料	 ：	90万円
　生命保険料	 ：	20万円

4

　会社勤務（厚生年金保険に加入）のＡさん（35歳）が死亡し、遺族がＡさ
んと生計維持関係にあった妻（34歳）と長男（６歳）である場合、遺族が受
け取ることができる公的遺族年金は、（　　　）である。
１）遺族厚生年金のみ
２）遺族基礎年金と遺族厚生年金
３）遺族厚生年金と中高齢寡婦加算

重要度 ★★★5



解答＆解説

　ファイナンシャル・プランナーが顧客と投資顧問契約を締結し、その契約
に基づき投資助言・代理業を行うには、金融商品取引業者として内閣総理大
臣の登録を受けなければならない。 ➡ テキスト P34 ※

1

　10年以上掛金を拠出している場合は、原則として60歳から老齢給付金を
受給することができる。なお、給付の種類としては、老齢給付金以外に障害
給付金、死亡一時金がある。 ➡ テキスト P57

3

　可処分所得の金額は、「年収－（所得税・
住民税＋社会保険料）」の計算式で算出す
る。よって、次のようになる。
700万円－（70万円＋90万円）
＝540万円 ➡ テキスト P37

4

3
可処分所得の金額
の計算は重要です

　Ａさんの妻には長男（6歳）があるので、遺族基礎年金を受給できる。また、
Ａさんの厚生年金保険加入中の死亡なので、その他要件を満たせば遺族厚生
年金を受給することができる。 ➡ テキスト P54 ～ 56

5

2

公的遺族給付のしくみを
理解しましょう

※ ➡ テキスト P00 は、同シリーズの『一発合格！FP技能士3級完全攻略テキスト20-21年版』
　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。

　雇用保険の高年齢雇用継続給付には、「高年齢雇用継続基本給付金」と「高
年齢再就職給付金」がある。原則として60歳到達時点に比べて、賃金が
75％未満に低下した状態で就労している60歳以上65歳未満の雇用保険の一
般被保険者に対して、一定期間支給されるものである。 ➡ テキスト P45

2

割合を押さえましょう



第2章　リスク管理

次の各文章を読んで、正誤もしくは正しい選択肢を答えなさい。

　ソルベンシー・マージン比率は、保険会社の保険金等の支払余力がど
の程度あるかを示す指標であり、この値が200％を下回った場合には、
監督当局による早期是正措置の対象となる。

重要度 ★★1

　収入保障保険では、死亡・高度障害保険金は、契約時に定めた年金額
が一定期間にわたって支払われるが、一時金で支払われることはない。

重要度 ★★2

　人身傷害補償保険では、被保険者が自動車事故により死傷した場合、
過失相殺による減額をせずに、治療費など実際の損害額が保険金支払の
対象となる。

重要度 ★★★3

　生命保険契約者保護機構は、原則として、国内における元受保険契
約を対象として、高予定利率契約を除き、破綻時点の責任準備金等の
（　　　）を補償する。
１）80％　　　２）90％　　　３）100％

重要度 ★★4

　地震保険の保険金額は、火災保険（主契約）の保険金額の（　①　）かつ、
（　②　）の限度額の範囲内でなければならない。
１）①	30％〜 50％　②	建物は3,000万円、家財は1,000万円
２）①	30％〜 50％　②	建物は5,000万円、家財は1,000万円
３）①	50％〜 80％　②	建物は5,000万円、家財は3,000万円

重要度 ★★★5



解答＆解説

　収入保障保険では、年金受取りに代えて一時金受取りを選択することもで
きるので、一時金で支払われることもある。ただし、一時金で受け取る場合
の受取額は、保険金を年金形式で受け取る場合の受取総額と比べて少なくな
る。 ➡ テキスト P94

2

　人身傷害補償保険では、過失割合にかかわ
らず、自己の過失部分も含めて補償される。
過失相殺による減額をせずに、実際の損害額
が保険金支払の対象となる。 ➡ テキスト P109

3 「自己の過失部
分も含めて」と
いう点に注意が
必要です

　生命保険契約者保護機構は、原則として、国内における元受保険契約を対
象（一部を除く）として、高予定利率契約を除き、破綻時点の責任準備金等の
90％を補償する。 ➡ テキスト P86

4

2

割合を覚えておきましょう

　地震保険の保険金額は、火災保険（主契約）の保険金額の30％〜 50％かつ、
建物は5,000万円、家財は1,000万円の限度額の範囲内でなければならない。

➡ テキスト P107

5

2
重要です。割合・金額を押
さえておきましょう

　ソルベンシー・マージン比率は、保険会社の保険金等の支払余力がどの程
度あるかを示す指標である。ソルベンシー・マージン比率が200％を下回っ
た場合には、監督当局による早期是正措置の対象となる。 ➡ テキスト P85

1

割合を押さえましょう



第3章　金融資産運用

　投資信託の運用において、積極的にベンチマークを上回る成果を目指
す運用手法をパッシブ運用という。

重要度 ★★★1

次の各文章を読んで、正誤もしくは正しい選択肢を答えなさい。

　一般にPER（株価収益率）が高いということは、１株当たりの純利益に
対する株価が高いことを示しているので、株価が割高であると判断され
る。

重要度 ★★★2

　NISA口座（少額投資非課税制度）で保有することができる上場株式等
には、上場投資信託（ETF）や上場不動産投資信託（J-REIT）は含まれない。

重要度 ★★3

　2,000,000円を年利２％（１年複利）で３年間運用した場合の元利合計
金額は、手数料や税金等を考慮しない場合、（	　　　）である。
１）2,120,000円
２）2,121,800円
３）2,122,416円

重要度 ★★★4

　買付価格が額面100円につき99.50円、クーポンレート1.5％、満期まで
の残存期間が２年の債券の単利による最終利回り（税引前）は、（　　　）
で求められる。
１）

２）

３）

重要度 ★★5

100 100
1.50 + 100 99.50−

2 ×

100 100
1.50 + 99.50 100−

2 ×

99.50 100
1.50 + 100 99.50−

2 ×



解答＆解説

　投資信託の運用において、積極的にベンチマーク（運用成績を評価する際
の基準となる指数）を上回る成果を目指す運用手法は、アクティブ運用とい
う。 ➡ テキスト P139

1

パッシブ運用と混同しないように注意しましょう

　一般的にはPER が高いほど割高、低いほど割安と判断される（ただし、何
倍が妥当であるとの水準を示すものはないので、相対的に判断する必要があ
る）。 ➡ テキスト P149

2

押さえておきましょう

3 　NISA口座（少額投資非課税制度）
で保有することができる上場株式等
には、上場投資信託（ETF）や上場不
動産投資信託（J-REIT）が含まれる。

➡ テキスト P157

NISA口座の非課税投
資額は年間120万円
が上限、非課税期間
は最長5年間です

4

3
　2,000,000円を年利２％（１年複利）
で３年間運用した場合の元利合計金額
は、次のように計算する（手数料や税金
等を考慮しない）。
2,000,000円×（１＋0.02） 3 ＝2,122,416円  ➡ テキスト P136

複利の計算方法を
マスターしましょう
複利の計算方法を
マスターしましょう

　最終利回りは、次の計算式で求められる。
➡ テキスト P144

5

1

買付価格

額面（100 円）－買付価格
残存年数（残存期間）

×100

表面利率
（クーポンレート）+

計算式を覚えましょう 債券の利回り計算は、実技試験でも出題されま
す。計算できるように練習しておきましょう

債券投資で出題頻度が高いのが、債券のリスクと利回り計
算です。債券の利回り計算はやや複雑ですが、整理して押
さえておきましょう。

債券

攻略のカギ



第4章　タックスプランニング

次の各文章を読んで、正誤もしくは正しい選択肢を答えなさい。

　税金は、国税と地方税に区分することができるが、固定資産税は国税
であり、所得税は地方税である。

重要度 ★★1

　所得税における退職所得の金額は、収入金額から退職所得控除額を控
除した金額である。

重要度 ★★★2

　所得税の医療費控除の控除額は、その年に支払った一定の要件を満
たす医療費の合計額（保険金等により補てんされる部分の金額を除く）か
ら、その者の総所得金額等の合計額の５％か10万円のいずれか少ないほ
うの金額を控除した金額となる。

重要度 ★★3

　所得税の計算において、損益通算の対象となる損失は、不動産所得、
事業所得、譲渡所得、（　　　）の損失に限られている。
１）一時所得　　
２）雑所得
３）山林所得

重要度 ★★★4

　課税所得金額が400万円である者の所得税額は、下記の速算表を使用
して（　　	）となる。

１）302,500円
２）372,500円
３）800,000円

重要度 ★★5

所得税の速算表（一部抜粋）
課税所得金額 税率 控除額
195万円以下 5％ 0円

195万円超　330万円以下 10％ 9万 7,500 円
330 万円超　695万円以下 20％ 42万 7,500 円



解答＆解説

　税金は、国税と地方税に区分することができるが、固定資産税は地方税で
あり、所得税は国税である。 ➡ テキスト P175

1

国税 所得税、法人税、相続税、贈与税、消費税など
地方税 道府県民税、市町村民税、事業税、不動産取得税、固定資産税など

　退職所得の金額は、原則として収入金額から退職所得控除額を控除した金
額の２分の１である。 ➡ テキスト P192

2

「2分の1」を忘れないように注意しましょう

　「医療費控除の控除額＝（支払った医療費の合計額－保険金等により補てん
される部分の金額）－10万円か総所得金額等の５％のいずれか少ないほう」
で計算される。なお、限度額は200万円である。

➡ テキスト P198

3

　所得税の計算において、損益通算
の対象となる損失は、不動産所得、
事業所得、譲渡所得（総合課税の譲
渡所得）、山林所得の損失に限られ
ている。

➡ テキスト P194・195

4

3
損益通算の対象となる損
失… 不動産、事業、山林、
譲渡。つまり、フ・ジ・サン・
ジョウ（富士山上）となります。

損益通算の対象
間違いやすいのはココ！

　速算表を使用して計算すると次のようになる。

195 万円以下 		5％ 0円
195万円超　330万円以下 10％ 9万 7,500 円
330 万円超　695万円以下 20％ 42万 7,500 円

400万円×20%－427,500円＝372,500円
➡ テキスト P179

5

2
ここに該当



第5章　不 動 産

次の各文章を読んで、正誤もしくは正しい選択肢を答えなさい。

　不動産の売買契約において、売主が100万円の解約手付を受領してい
る場合には、売主は買主に100万円を返還すれば、買主が契約の履行に
着手するまでは、契約を解除することができる。

重要度 ★★★1

　建築基準法において、建築物の敷地は原則として幅員２ｍ以上の道路
に４ｍ以上接していなければならない。

重要度 ★★★2

　「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」と「特定の居住用
財産の買換えの特例」は、いずれも要件を満たせば重複適用できる。

重要度 ★★3

　固定資産税評価額は、固定資産税などの算定の基準となる評価額で、
（　　　）評価される。
１）毎年　　２）３年ごとに　　３）５年ごとに

重要度 ★★★4

　下記の〈資料〉の不動産所得の金額の計算上生じた損失のうち、他の所
得の金額と損益通算が可能な金額は、（	　　）である。なお、損益通算を
するにあたって必要とされる要件はすべて満たしているものとする。

〈資料〉不動産所得に関する資料
総収入金額 500 万円
必要経費（※） 580 万円

１）	30万円　　２）	50万円　　３）	80万円

重要度 ★★5

（※）		必要経費のなかには、土
地を取得するために要し
た負債利子の金額30万円
が含まれている。



解答＆解説

　不動産の売買契約において、
売主が100万円の解約手付を受
領している場合には、売主は買
主に200万円を償還（手付金を
返還し、さらに同額を提供）す
れば、買主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。 ➡ テキスト P230

1

解約手付の場合、相手方が
履行に着手するまでは、買
主は手付を放棄、売主は倍額を償還する
ことで契約を解除できます。売主は手付
金を返還するだけではないので注意しま
しょう！

解約手付
間違いやすいのはココ！

　建築基準法において、建築物の敷
地は原則として幅員４ｍ以上の道路
に２ｍ以上接していなければならな
い。 ➡ テキスト P239

2

接道義務は、原則として
幅員４m 以上の道路に２m 
以上接していること。４m と２mを
間違えないように注意しましょう！

道路に関する制限
間違いやすいのはココ！

数字を覚えましょう

3 　「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」と「特定の居住用財
産の買換えの特例」は、重複適用することはできない。 ➡ テキスト P256

　固定資産税評価額は、３年ごとの基準年度に評価されている。
➡ テキスト P228

4

2
ここに注意！

　〈資料〉における不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額は、次のよう
になる。
500万円－580万円＝▲80万円
　ただし、必要経費のなかには、土地を取得するために要した負債利子の金
額30万円が含まれているので、この部分については損益通算できない。
　よって、80万円から30万円を差し引いた50万円が、他の所得の金額と損
益通算が可能な金額となる。 ➡ テキスト P257

5

2



第6章　相続・事業承継

次の各文章を読んで、正誤もしくは正しい選択肢を答えなさい。

　贈与税（暦年課税）の計算において、１暦年間に複数人から贈与を受け
た場合、それぞれの贈与者からの贈与財産の価額ごとに基礎控除額を控
除して、贈与税額を算出する。

重要度 ★★★1

　相続時精算課税制度の特別控除額は、2,500万円であり、特別控除額を
超える部分については一律20％の税率が適用される。

重要度 ★★2

　相続税の申告書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から6ヵ
月以内に被相続人の死亡時における住所地の所轄税務署長に提出しなけ
ればならない。

重要度 ★★★3

　下記の場合における民法上の法定相続分は、（　　　）である。
重要度 ★★★4

子Ｂ

孫Ｅ 孫F
（すでに死亡）
子C 子D 配偶者

妻Ａ被相続人

１）妻Ａ１２　子Ｂ
１
４　子Ｃ

１
４

２）妻Ａ１２　子Ｂ
１
６　子Ｃ

１
６　孫Ｅ	

１	
12　　孫Ｆ	

１
12　

３）妻Ａ１２　子Ｂ
１
８　子Ｃ

１
８　孫Ｅ

１
８　　孫Ｆ

１
８

　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において、特
定居住用宅地等に該当する場合、（　①　）までの部分につき、（　②　）
減額することができる。
１）①	200㎡　　②	50％　　　２）①	330㎡　　②	80％
３）①	400㎡　　②	80％

重要度 ★★★5



解答＆解説

　暦年課税における贈与税の計算において、１暦年間に複数人から贈与を受
けた場合、複数の贈与財産の価額の合計額から基礎控除額を控除して課税価
格を計算する。それぞれの贈与者からの贈与財産の価額ごとに基礎控除額を
控除するわけではない。 ➡ テキスト P280

1

ここに注意！

　特別控除額2,500万円を超える部分については一律20％の税率が適用され
る。 ➡ テキスト P284

2

金額を覚えておきましょう 税率を覚えておきましょう

　相続税の申告書は、相続の開始が
あったことを知った日の翌日から
10ヵ月以内に被相続人の死亡時にお
ける住所地（死亡時の住所が国内にあ
る場合）の所轄税務署長に提出しなけ
ればならない。

➡ テキスト P302

3

「10ヵ月」という期間
をしっかり覚えて
おきましょう！

重要です。しっかり押さえておきましょう

4

2
　法定相続人が配偶者と子の場合は、法定相続分は２分の１ずつである。子

Ｄはすでに死亡しているので、孫Ｅ、孫Ｆが代襲相続する。子Ｂ、子Ｃの相

続分は、　　　　　　　ずつとなる。孫Ｅ、孫Ｆは、

　　　　　　　ずつとなる。

　よって、

妻Ａ    、子Ｂ    、子Ｃ    、孫Ｅ    、孫Ｆ    となる。 ➡ テキスト P287・288

× ＝2
1

6
1

3
1

× ＝6
1

12
1

2
1

2
1

6
1

6
1

12
1

12
1

同順位の相続人が複数いるときは、
各人の相続分は均等です

はい。代襲相続人が複
数いる場合、各人の相
続分は均等です

この問題では、孫
は代襲相続人と
なるわけですね

　特定居住用宅地等に該当する場合、330㎡までの部分につき、80％減額
することができる。

➡ テキスト P312

5

2 面積・割合を押さえておきましょう



設  例  ①

　会社員のＡさん（57歳）は妻Ｂさん（56歳）との２人暮らしである。
Ａさんは現在勤務している会社を 202×年○月に早期退職し、その後は
かねてから興味を持っていた地方での暮らしをしてみたいと考えてい
る。Ａさんは、退職後の生活設計のためにも自らが受けることができ
る公的年金制度からの給付などについて詳しく知りたいと考え、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。
　また、Ａさんは、退職後の公的年金制度への加入や雇用保険の教育
訓練給付制度についても、説明を受けたいと考えている。
　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。

※			妻Ｂさんは、現在および将来においても、Ａさんと同居し、生計維
持関係にある。

※			Ａさんおよび妻Ｂさんは、現在および将来においても公的年金制度
における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

＜Aさんおよびその家族に関する資料＞
（1）Ａさん（会社員）57歳
　〔公的年金の加入歴（見込みを含む）〕

（2）妻Ｂさん（専業主婦）56歳
　	20 歳から国民年金に加入しており、保険料の未納期間や免
除期間はない。

厚生年金保険
420月

国民年金
36月（保険料
納付済期間）

国民年金
24月（保険料
全額免除期間）

20歳 22歳 57歳 60歳

第7章　［個人・保険］ライフプランニングと資金計画関連

次の設例に基づいて、各問（ 問 1 〜 問 3 ）に答えなさい。



　Ａさんの退職後における公的年金についてMさんが説明した以下の
文章の空欄①～③に入る語句の組み合わせとして、次のうち最も適切
なものはどれか。

１）①第１号　　②第２号　　③ 200 円
２）①第１号　　②第３号　　③ 400 円
３）①第２号　　②第３号　　③ 400 円

重要度 ★★

重要度 ★★★

問 1

問 2

ⅰ）「Ａさんは、退職により厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、
国民年金に（　①　）被保険者として加入することになります。
また、妻Ｂさんは、Ａさんの退職後に国民年金の（　②　）
被保険者から（　①　）被保険者への種別変更の手続を行う
必要があります」

ⅱ）「国民年金の定額保険料のほかに月額（　③　）の付加保険料
を納付することにより、老齢基礎年金の受給時に付加年金を
受給することができます」

　Mさんは、Ａさんが60歳に達するまで国民年金の保険料を納付し
た場合の老齢基礎年金の年金額を試算した。Ａさんが原則として支給
開始年齢から受給できる老齢基礎年金の年金額を算出する計算式は、
次のうちどれか。なお、年金額は令和３年（2021年）度価額に基づい
て計算するものとする。

１）780,900 円×

２）780,900 円×

３）780,900 円×

456月＋24月× 13
480月

456月＋24月× 12
480月

456月＋24月× 23
480月



　Ｍさんは、老後の年金収入を増やす方法について説明した。Ｍさん
のＡさんに対する説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。

１）	「Ａさんが老後の年金収入を増やす方法として、国民年金基金に
加入するという方法があります。掛金の額は、加入者が選択した
給付の型や口数、加入時の年齢、男女の別で決まります」

２）	「Ａさんが 70 歳０ヵ月で老齢基礎年金および老齢厚生年金の繰下
げ支給の申出をした場合、老齢基礎年金および老齢厚生年金の繰
下げによる増額率は 30％となります」

３）	「Ａさんが確定拠出年金の個人型年金に加入するという方法もあ
りますが、運用リスクは加入者個人が負うことになります」

重要度 ★★問 3

問 3 　解答 2 ➡ テキスト P49・57・59

１）適　切　国民年金基金に加入するという方法がある。
２）不適切　70歳０ヵ月の場合の繰下げによる増額率は42％（0.7％×60ヵ月）。
３）適　切　確定拠出年金は、運用リスクは加入者個人が負う。

問 1 　解答 2 ➡ テキスト P47

ⅰ）Ａさんは、退職により厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、国民年金
に第１号被保険者として加入することになる。また、妻Ｂさんは、Ａさ
んの退職後に国民年金の第３号被保険者から第１号被保険者への種別変
更の手続を行う必要がある。

ⅱ）国民年金の定額保険料のほかに月額 400 円の付加保険料を納付すること
により、老齢基礎年金の受給時に付加年金を受給できる。

問 2 　解答 1 ➡ テキスト P49

　平成 21年（2009 年）３月以前の保険料全額免除期間は老齢基礎年金の
年金額の計算上、３分の１として計算する。よって、次のようになる。

　　780,900 円×
456月＋24月× 13

480月

解答＆解説


