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問題 解答 解説 

（１） ２ 不適切。税理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

ために反復継続して確定申告書の作成を代行することは、その行為が無償

であっても税理士法に抵触する。税務書類の作成を代行することは、有

償・無償を問わず税理士法に抵触する。 

（２） ２ 不適切。日本政策金融公庫の教育一般貸付（国の教育ローン）の返済期間

は、母子家庭等の場合を除き15年以内である。 

（３） ２ 不適切。公的介護保険の保険給付の対象となるサービスを利用したときの

被保険者の自己負担割合は、原則として、そのサービスにかかった費用（食

費、居住費等を除く）の１割である。ただし、一定の所得がある人は、所

得に応じて 2割または 3割（3割負担は平成 30年 8月～）である。 

（４） １ 適切。増額率は 1カ月当たり 0.7％なので、5年×12カ月×0.7％＝42％と

なる。 

（５） ２ 不適切。遺族厚生年金を受けることができる遺族の範囲は、被保険者等の

死亡当時、その者によって生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫、

祖父母である。兄弟姉妹は含まれない。 

（６） １ 適切。長期平準定期保険は、保険期間の 6割程度の時点で解約した場合、

高い返戻率の解約返戻金を受け取れるので、役員退職金の原資として活用

することができる 

（７） １ 適切。収入保障保険は、被保険者が保険期間中に死亡した場合、死亡保険

金を年金形式で受け取るものであるが、一時金で受け取ることもできる。 

（８） １ 適切。 

（９） ２ 不適切。保険始期が平成 29年１月１日以降となる地震保険契約について、

損害区分は「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の４区分とされている。 

（10） ２ 不適切。遺族のための必要保障額（遺族に必要な生活資金等の総額から遺

族の収入見込金額を差し引いた金額）は、通常、子どもの成長とともに逓

減する。子どもの成長につれ遺族に必要な生活資金等の総額は少なくなっ

ていく。 

（11） １ 適切。日本銀行が金融機関の保有する有価証券等の買入を行えば（買いオ

ペレーション）、市中に出回る資金量は増加する。 

（12） １ 適切。 



（13） ２ 不適切。高い信用格付を付された債券は、低い信用格付を付された債券に

比べて債券価格が高く、利回りが低い。 

「格付が高い→価格は高い→利回りは低い」 

「格付が低い→価格は低い→利回りは高い」という関係である。 

（14） ２ 不適切。追加型の国内公募株式投資信託の収益分配金のうち元本払戻金（特

別分配金）は、非課税である。元本払戻金（特別分配金）は元本の取り崩

しに相当するので課税されない。 

なお、普通分配金は配当所得として所得税の課税対象となる。 

（15） １ 適切。金融商品取引業者等は、金融商品取引行為について、顧客の知識、

経験、財産の状況および金融商品取引契約を締結する目的に照らして、不

適当な勧誘を行ってはならない。 

（16） １ 適切。上場株式等に係る配当等は、所得税の確定申告不要制度を選択する

ことができる。 

（17） １ 適切。使用可能期間が１年未満または取得価額が 10 万円未満の減価償却

資産（少額の減価償却資産）については、その取得価額に相当する金額を、

業務の用に供した日の属する年分の必要経費に算入する。 

（18） ２ 不適切。所得税における一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総

収入金額からその収入を得るために支出した金額の合計額を控除し、その

残額から特別控除額（最高 50 万円）を控除した金額である。ただし、総

所得金額に算入されるのは、その２分の１の金額である。 

（19） ２ 不適切。所得税において、合計所得金額が 3,000万円を超える年分につい

ては、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができない。 

（20） １ 適切。不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う居住者

は、納税地の所轄税務署長の承認を受けることにより青色申告書を提出す

ることができる。 

（21） １ 適切。路線価は路線（道路）に面する標準的な宅地の１㎡当たりの価額で

ある。 

（22） ２ 不適切。宅地建物取引業者は、自らが売主となる宅地または建物の売買契

約の締結に際して、取引の相手方が宅地建物取引業者でない場合、代金の

額の 10分の 2（2割）を超える額の手付を受領することができない。 

（23） ２ 不適切。建物の区分所有等に関する法律の規定によれば、集会において、

区分所有者および議決権の各５分の４以上の多数で、建物を取り壊し、そ

の敷地上に新たに建物を建築する旨（建物の建替え）の決議をすることが

できる。 

（24） ２ 不適切。固定資産税における小規模住宅用地（住宅用地で住宅１戸当たり

200 ㎡以下の部分）の課税標準については、当該住宅用地に係る固定資産



税の課税標準となるべき価格の６分の１の額とする特例がある。 

なお、200㎡を超える部分については 3分の 1とする。 

（25） １ 適切。老朽化した建物を取り壊した場合の取壊し費用は、所得税における

譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用となる。 

（26） ２ 不適切。書面によらない贈与は、まだ履行が終わっていない部分について、

各当事者が撤回することができる。既に履行が終わった部分については撤

回できない。 

（27） ２ 不適切。贈与税の納付については、物納によることが認められていない。

相続税の納付については、一定の要件を満たせば、物納によることが認め

られている。 

（28） １ 適切。法定後見制度には「後見」「保佐」「補助」の３つがある。 

（29） ２ 不適切。生命保険契約において、契約者（＝保険料負担者）および死亡保

険金受取人がＡさん、被保険者がＡさんの配偶者である場合、Ａさんの配

偶者の死亡によりＡさんが受け取る死亡保険金は、一時所得として所得

税・住民税の課税対象となる。「契約者（保険料負担者）＝保険金受取人」

という契約形態の場合、死亡保険金は所得税・住民税の課税対象となる。 

（30） ２ 不適切。相続財産の評価において、貸家の敷地の用に供されている宅地（貸

家建付地）の価額は、「自用地としての評価額×（１－借地権割合×借家

権割合×賃貸割合」の算式により評価する。 

 

問題 解答 解説 

（31） ２ 現在 40歳のＡさんが、60歳の定年時に、老後資金として 2,000万円を準

備するために、現在から 20 年間、毎年一定額を積み立てる場合、必要と

なる毎年の積立金額は 908,000円である。 

※毎年一定額を積み立てる場合、必要となる毎年の積立金額を求めるとき

には減債基金係数を使用する。 

2,000万円×0.0454＝908,000円 

（32） １ 健康保険に任意継続被保険者として加入できる期間は、最長で２年間であ

る。 

（33） ２ 老齢厚生年金に加給年金額が加算されるためには、老齢厚生年金の受給権

者本人が有する厚生年金保険の被保険者期間が原則として 20 年以上なけ

ればならない。 

※なお、65 歳未満の配偶者がいる場合、18 歳到達年度の末日までの間の

子がいる場合に加給年金が加算される。 

（34） ３ 確定拠出年金の個人型年金の掛金を支払った場合、その支払った金額は、

小規模企業共済等掛金控除として所得税における所得控除の対象となる。 



（35） ２ 貸金業法の総量規制により、個人が貸金業者による個人向け貸付を利用す

る場合、原則として、年収の３分の１を超える借入はできない。 

（36） ２ 生命保険契約を申し込んだ者がその撤回を希望する場合、保険業法上、原

則として、契約の申込日または契約申込みの撤回等に係る事項を記載した

書面の交付日のいずれか遅い日を含めて８日以内であれば、書面による申

込みの撤回ができる（クーリングオフ）。 

（37） １ 少額短期保険業者が１人の被保険者から引き受ける保険金額の総額は、原

則として 1,000万円を超えてはならない。 

※なお、少額短期保険業とは、保険業のうち、一定の事業規模の範囲内に

おいて、保険金額が少額、保険期間 1年（損害保険については 2年）以内

の保険で保障性商品の引受のみを行う事業である。 

（38） ３ 定期保険特約付終身保険（更新型）では、定期保険特約の保険金額を同額

で自動更新すると、更新後の保険料は、通常、更新前よりも高くなる。 

※更新時に保険料が再計算され、更新後の保険料は高くなる。 

（39） １ 家族傷害保険契約に基づき、契約者（＝保険料負担者）と同居している子

がケガで入院したことにより契約者が受け取る入院保険金は、非課税とさ

れる。 

（40） ２ がん保険では、一般に、責任開始日前に 90 日間程度の免責期間が設けら

れている。その免責期間中にがんと診断されたとしても診断給付金は支払

われない。 

（41） ３ 投資信託に係る運用管理費用（信託報酬）は、信託財産から差し引かれる

費用であり、受益者（投資家）が間接的に負担する。 

（42） ２ 期間２年の金利を年率２％（１年複利）と仮定すると、２年後に受け取る

１万円の現在価値は 9,612円となる。なお、答は円未満を四捨五入してい

る。 

※年率２％（１年複利）の金利で２年間運用し、２年後に１万円を受け取

る場合、現在価値をＸ円とすると、次の計算式で表すことができる。 

Ｘ円×（1＋0.02）2＝10,000円 

Ｘ円×1.0404＝10,000円 

Ｘ円＝9,611.6…円→9,612円 

つまり、10,000円を（1＋0.02）2で割ることによって求められる。 

10,000円÷（1＋0.02）2＝9,611.6…円→9,612円 

（43） ２ 表面利率（クーポンレート）２％、残存期間５年の固定利付債券を、額面

100円当たり 101円で購入した場合の単利最終利回りは 1.78％である。な

お、答は表示単位の小数点以下第３位を四捨五入している。 

※最終利回りは次のように計算する。 



 

 

 

 

（44） ３ 東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は、東京証券取引所市場第一部に上場してい

る内国普通株式の全銘柄を対象とした株価指数である。 

※なお、日経平均株価は、東京証券取引所市場第一部に上場している代表

的な 225銘柄を対象とした株価指数である。 

（45） ３ 金融商品の販売等に関する法律では、金融商品販売業者等が金融商品の販

売等に際し、顧客に対して重要事項の説明をしなければならない場合に重

要事項の説明をしなかったこと、または断定的判断の提供等を行ったこと

により、当該顧客に損害が生じた場合の金融商品販売業者等の損害賠償責

任について定められている。 

（46） ２ 所得税において、事業的規模で行われている賃貸マンションの貸付による

所得は、不動産所得に該当する。 

※不動産の貸付による所得は、事業的規模で行われていても不動産所得と

なる。 

（47） ２ 土地・建物等の譲渡に係る所得については、譲渡した日の属する年の１月

１日における所有期間が５年を超えるものは長期譲渡所得に区分され、５

年以下であるものは短期譲渡所得に区分される。 

（48） ３ 給与所得者が、30年間勤務した会社を定年退職し、退職金 2,000万円の支

払を受けた。この場合、所得税の退職所得の金額を計算する際の退職所得

控除額は、800万円＋70万円×(30年－20年)＝1,500万円となる。 

※勤続年数が 20年超の場合の退職所得控除額…800万円＋70万円×(勤続

年数－20年) 

（49） １ 〈資料〉において、所得税における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、40万円である。 

・総収入金額…100万円 

・必要経費…150万円 

・不動産所得の金額の計算上生じた損失…100万円－150万円＝▲50万円 

・損益通算が可能な金額…50万円－10万円＝40万円 

※不動産所得を生ずべき土地等を取得するために要した負債の利子の額

10万円は損益通算できない。 

（50） ２ 年末調整の対象となる給与所得者は、年末調整の際に、所定の書類を勤務

先に提出することにより、生命保険料控除の適用を受けることができる。 

※寄附金控除、雑損控除は確定申告が必要である。 

× 100＝1.782… 

    →1.78％ 

       100円 － 101円 

          5年 

         101円 

2 ＋ 



（51） ３ 借地借家法の規定によれば、定期建物賃貸借契約において、賃貸借期間が

１年以上である場合には、賃貸人は、期間の満了の１年前から６カ月前ま

での間（通知期間）に、賃借人に対して期間の満了により賃貸借が終了す

る旨の通知をしなければ、その終了を賃借人に対抗することができない。 

（52） １ 都市計画区域内にある幅員４ｍ未満の道で、特定行政庁の指定により建築

基準法上の道路とみなされるもの（いわゆる２項道路）については、原則

として、その中心線からの水平距離で 2.0ｍ後退した線がその道路の境界

線とみなされる。 

※いわゆるセットバックである。 

（53） ２ 不動産取得税の課税標準は、原則として固定資産課税台帳に登録された価

格である。 

（54） １ 「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用

を受けるためには、譲渡資産の譲渡対価の額が１億円以下でなければなら

ない。 

（55） ２ 土地の有効活用方式のうち、一般に、土地所有者が土地の全部または一部

を拠出し、デベロッパーが建設費等を拠出して、それぞれの出資比率に応

じて土地・建物に係る権利を取得する方式を、等価交換方式という。 

（56） ２ 「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特

例」における非課税拠出額の限度額は、受贈者１人につき 1,500万円であ

る。なお、学校等以外の者に支払われる金銭は 500万円が限度である。 

（57） ３ Ａさんの相続における妻Ｂさんの法定相続分は、４分の３である。 

※本問では配偶者と兄弟姉妹が相続人となり、法定相続分は配偶者４分の

３、直系尊属４分の１である。 

（58） ３ 公正証書遺言は、証人２人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公

証人に口授し、公証人がそれを筆記して作成される遺言であり、相続開始

後に家庭裁判所における検認手続が不要である。 

（59） １ 平成 29 年９月５日に死亡したＡさんが所有していた上場株式Ｘを相続に

より取得した場合の１株当たりの相続税評価額は、〈資料〉によれば、5,100

円である。 

※〈資料〉の上場株式Ｘの価格のうち、最も低い価額が評価額となる。よ

って、平成 29年８月の毎日の最終価格の平均額 5,100円となる。 

（60） ３ 相続人が相続により取得した宅地が「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」における特定事業用宅地等に該当する場合、400 ㎡

を限度面積として評価額の 80％を減額することができる。 

※なお、特定居住用宅地等に該当する場合、330 ㎡を限度面積として評価

額の 80％を減額することができる。 



 


