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問題 解答 解説 

第１問 

問１ 

（ア）○ 

（イ）〇 

（ウ）× 

（エ）○ 

（ア）適切。税理士資格を有していない FPであっても、有料の

相談業務において、仮定の事例に基づく一般的な税法の解説を行

うことは可能である。 

（イ）適切。司法書士資格を有していない FPであっても、顧客

から依頼され、顧客の任意後見人となる契約を締結することは可

能である。 

（ウ）不適切。宅地建物取引業の免許を受けていない FPが、顧

客の依頼で、顧客が所有するマンションの貸借の媒介を行い、仲

介手数料を受け取ってはならない。貸借の媒介・代理を業として

行うには、宅地建物取引業の免許を受けなければならない。 

（エ）適切。社会保険労務士資格を有していない FPであっても、

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

額を計算することは可能である。 

問２ ３ ・金融商品販売業者が重要事項の説明を怠り、そのために顧客に

損害が生じた場合、顧客は損害賠償を請求することができ、その

場合元本欠損額が損害額として推定される。 

・顧客が個人であり、その顧客から重要事項の説明は不要である

という申出があった場合、金融商品販売業者は、原則として重要

事項の説明を省略することができる。 

第２問 

問３ 

４ ＜資料＞を図にすると次のようになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

収益分配後の個別元本は 14,130円となる。 
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問４ 1.533（％） 所有期間利回りは次のように計算する。 

 

 

 

問５ ２ １．適切。細川さんの平均購入単価は、宇野さんの平均購入単価

よりも低くなっている。 

※細川さんと宇野さんの平均購入単価 

・細川さん：（10,000 円＋10,000 円＋10,000 円＋10,000 円＋

10,000 円）÷（1.8 株＋2.0 株＋1.9 株＋2.2 株＋2.2 株）＝

4,950.49円 

・宇野さん：（11,260円＋9,760円＋10,300円＋9,160円＋9,300

円）÷（２株＋２株＋２株＋２株＋２株）＝4,978円 

２．不適切。細川さんは、保有株式数が 100 株以上にならなく

ても売却することができる。保有株式数が単元株に満たないとき

でも、証券会社を通じて売却が可能である。 

３．適切。宇野さんは、2018 年に開催される定時株主総会の議

決権を持たない。保有株式数が単元株に満たないときは、定時株

主総会における議決権はない。 

４．適切。宇野さんは、2018年３月期の期末株主配当金として、

1,000円（税引前）を受け取ることができる。保有株式数が単元

株に満たないときでも、株式数に応じた配当金を受け取ることが

できる。 

※PT株式の期末株主配当金は、１株当たり 100円であり、2018

年３月の保有株式数は 10 株なので、100 円×10 株＝1,000 円と

なる。 

問６ （ア）○ 

（イ）○ 

（ウ）○ 

（ア）正しい。 

（イ）正しい。個人が金地金を業者に売却する際には、売却代金

の他に、売却代金の消費税相当額を受け取ることができる。 

（ウ）正しい。金地金は、一般的に地政学的リスクに対して強い

と考えられている代表的な資産である。 

なお、地政学的リスクとは、ある特定の地域が抱える政治的・軍

事的な緊張の高まりが、地理的な位置関係により、その特定地域

の経済、また世界経済全体の先行きを不透明にするリスクのこと

である。地政学的リスクが高まれば、原油価格など商品市況の高

騰、為替通貨の乱高下を招き、企業の投資活動や個人の消費者心

理に悪影響を与える可能性がある。 

1.2 ＋ 
× 100＝1.5333… 

   →1.533％ 

       101円 － 100円 

          3年 

          100円 



第３問 

問７ 

（ア）２ 

（イ）４ 

（ウ）９ 

（エ）11 

・不動産取得税は、不動産の所有権を取得した者に対して、その

不動産が所在する都道府県が課税するもので、所有権の取得が有

償か無償かを問わないが、相続を原因とする取得の場合は非課税

となる。 

・課税標準は、原則として固定資産税評価額である。なお、一定

の条件を満たした新築住宅（認定長期優良住宅ではない）を取得

した場合、課税標準から一戸当たり 1,200万円を控除することが

できる。 

問８ ３ 民法上、手付金は解約手付と解釈され、相手方が契約の履行に着

手するまでは、買主は手付金を放棄することにより、売主は手付

金の倍額を償還することにより、契約を解除することができる。 

なお、履行の着手とは、売主としては登記や引渡し、買主として

は代金の提供をいう。また、宅地建物取引業者が自ら売主となり、

宅地建物取引業者ではない者が買主である場合、手付金は売買代 

金の２割を超えてはならない。 

問９ （ア）× 

（イ）〇 

（ウ）〇 

（エ）× 

（ア）誤り。所有権保存など所有権に関する事項が記載されてい

る欄（Ａ）は、権利部の甲区である。 

※所有権以外の権利に関する事項が記載されている欄が権利部

の乙区である。 

（イ）正しい。 

（ウ）正しい。「１番抵当権抹消」となっているので、本物件に

は現在、抵当権の設定はないことがわかる。 

（エ）誤り。登記事項証明書は、手数料を納付すれば、誰でも交

付の請求をすることができる。 

問 10 ３ ＜資料＞の土地に建築物を建てる場合の延べ面積（床面積の合

計）の最高限度は次のように計算する。 

・指定容積率：30／10 

・前面道路幅員による容積率の制限：36／10  

※９ｍ×４／10＝36／10 

※前面道路が２つ以上ある場合は最大のもの 

※どちらか数値の少ないほうがその土地の容積率となるので、

30／10となる。よって、次のようになる。 

500㎡×30／10＝1,500㎡ 

第４問 

問 11 

（ア）210（万

円） 

（イ）318（万

・和美さんが現時点で、交通事故で即死した場合、保険会社から

支払われる保険金および給付金の合計は 210万円である。 

※＜保険証券１＞ 



円） 

（ウ）６（万

円） 

三大疾病保障定保険特約：200万円  

（三大疾病保障定保険特約は、脳卒中・ガン・急性心筋梗塞以外

で死亡した場合でも、保険金が支払われる） 

＜保険証券２＞ 

死亡給付金（ガン以外による死亡）：10万円 

 合計：200万円＋10万円＝210万円 

・和美さんが現時点で、初めてガン（乳ガン・悪性新生物）と診

断されて 16日間入院し、その間に約款所定の手術（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および給

付金の合計は 318万円である。 

※＜保険証券１＞ 

 疾病入院給付金：5,000円×12日＝６万円 

 手術給付金：5,000円×40倍＝20万円 

女性疾病入院特約：5,000円×12日＝６万円 

三大疾病保障定期保険特約：200万円 

（疾病入院給付金・女性疾病入院特約は、16 日間の入院では、

16日－４日＝12日分が支給対象期間） 

 ＜保険証券２＞ 

 ガン診断給付金：50万円 

 ガン入院給付金：１万円×16日＝16万円 

 ガン手術給付金：20万円 

 合計：６万円＋20万円＋６万円＋200万円＋50万円＋16万円

＋20万円＝318万円 

・和美さんが現時点で、足を骨折して 10日間入院し（手術は受

けていない）、退院日の翌日から約款所定の期間内に 10 日間通

院した場合、保険会社から支払われる保険金および給付金の合 

計は６万円である。 

※＜保険証券１＞ 

災害入院給付金：5,000円×６日＝３万円 

通院特約：3,000円×10日＝３万円 

（災害入院特約は、10日間の入院では、10日－４日＝６日分が

支給対象期間） 

 合計：３万円＋３万円＝６万円 

問 12 （ア）× 

（イ）○ 

（ウ）× 

（ア）誤り。賢一さんが毎年受け取る年金は、雑所得として所得

税の課税対象となる。 

（イ）正しい。 



（エ）○ （ウ）誤り。賢一さんが契約日から６年後に解約して受け取った

解約返戻金は、一時所得として所得税の課税対象となる。 

（エ）正しい。 

問 13 （ア）42（日

分） 

（イ）18（日

分） 

 

安藤さんが請求することができる入院給付金の日数は、１回目の

入院につき 42日分であり、２回目の入院については 18日分であ

る。 

※180日以内に同じ病気で再入院した場合には、１回の入院とみ

なすので、１回目の入院は 42日分を請求できるが、２回目の入

院については、１入院限度日数の 60 日から 42 日分を差し引い

た 18日分となる。 

問 14 （ア）〇 

（イ）○ 

（ウ）× 

（エ）○ 

（ア）適切。火災による損害の補償に関する建物の保険金額は、

1,380万円（免責金額０円）で契約している。 

（イ）適切。竜巻が原因で建物と家財が全損となった場合、合計

で 2,080万円の保険金が支払われる。 

※建物 1,380万円＋家財 700万円＝2,080万円 

（ウ）不適切。④ 水災「×」となっており、洪水が原因で建物

と家財が全損となった場合には、補償されない。 

（エ）適切。個人賠償責任特約「〇」となっており、休日に敏夫

さんが自転車で走行中、誤って他人にケガを負わせた場合の損害

賠償責任についても、保険金が支払われる。 

第５問 

問 15 

１ 総所得金額は次のように計算する。 

・雑所得の金額 

老齢基礎年金 72万円については、公的年金等控除額を控除する

と、所得は算出されない。また、遺族年金は非課税なので、雑所

得０円となる。 

・不動産所得の金額 

80万円－20万円－10万円（青色申告特別控除）＝50万円 

・総所得金額 

０円＋50万円＝50万円 

問 16 １ ・退職所得控除額  

800万円＋70万円×（33年－20年）＝1,710万円 

 ※勤続年数の１年未満の端数は１年とする。 

・退職所得の金額 

（2,500万円－1,710万円）×１／２＝395万円 

問 17 ３ ・終身保険（旧契約）…一般生命保険料控除 

年間支払保険料：105,000円→控除額：50,000円 



・ガン保険（新契約）…介護医療保険料控除 

年間支払保険料：36,000円→控除額：36,000円×１／２＋10,000

円＝28,000円 

・合計 

50,000円＋28,000円＝78,000円 

問 18 ３ 医療費控除の対象となる医療費は次のとおりである。 

・2017年５月の健康診断：15,000円 

・2017年６月の治療費：190,000円 

・2017年９月の治療費：50,000円 

・2017年９月のタクシー代金：3,200円 

※美容のためのホワイトニングは対象とならない。健康診断につ

いては、健康診断により重大な疾病が発見され、引き続き入院し

て治療を行ったので対象となる。長男の骨折時に利用したタクシ

ー料金は医療費控除の対象であるが、その後自家用車で通院した

ときのガソリン代や駐車場代は、医療費控除の対象外である。 

対象となる医療費の合計：15,000 円＋190,000 円＋50,000 円＋

3,200円＝258,200円 

医療費控除の金額：258,200円－100,000円＝158,200円 

※医療費控除は、その年に支払った医療費から、保険金などで補

填された金額と、10 万円（総所得金額等が 200 万円未満の場合

は総所得金額等の５％）を差し引いた金額である。 

第６問 

問 19 

１ 路線価方式による自用地評価額は次の計算式により算出する。 

宅地の自用地評価額＝路線価×奥行価格補正率×敷地面積 

「250Ｃ」は１㎡あたり 250千円 

よって、次のようになる。 

250千円×0.97×96㎡ 

問 20 ４  

 

 

 

 

 

 

問 21 （ア）２ 

（イ）４ 

（ウ）７ 

『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』の適用を受けた場合、自宅取得のための契約締結日が

2018 年の場合、受贈者ごとに、省エネ等住宅は 1,200 万円を上

３３０ 

２００ ５０ 



（エ）８ 限として、それ以外の住宅は 700万円を上限として、非課税で贈

与を受けることができる。 

この制度の適用を受けた場合、同年中に、暦年課税における 110

万円の基礎控除を受けることは可能である。 

この制度の適用を受けるためには、贈与を受ける人が、『贈与を

受けた年の１月１日において 20 歳以上であること』や、『贈与

を受けた年の翌年３月 15 日までにその家屋に居住すること、ま

たは同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見

込まれること』などの要件がある。 

問 22 １ 相続税の課税価格の合計額は次のように計算する。 

土地（小規模宅地等の評価減特例適用後）800万円＋建物 1,200

万円＋現預金 1,000 万円＋死亡保険金 1,800 万円－生命保険金

等の非課税限度額 1,500 万円－債務および葬式費用 500 万円＝

2,800万円 

※土地については小規模宅地等の評価減特例の適用対象となる

要件はすべて満たしているので、評価減特例適用後の金額とす

る。 

生命保険金等の非課税限度額は 500万円×３人＝1,500万円とな

る。 

長男は、被相続人より 2014年５月に有価証券 100万円の贈与を

受けているが、相続税の課税価格には算入しない。 

第７問 

問 23 

290（万円） （ア）に入る数値は次のように計算する（万円未満を四捨五入）。 

273万円×（１＋0.02）3＝289.70…→290万円 

問 24 660（万円） （イ）に入る数値は次のように計算する（万円未満を四捨五入）。 

489万円×（１＋0.01）＋166万円＝659.89→660万円 

問 25 ３ ４６回返済後の残高：27,557,468円 

100 万円を繰上げ返済した場合の残高：27,557,468 円－

1,000,000円＝26,557,468円 

100 万円以内を繰上げ返済するので、63 回目の残高 26,611,315

円が 100万円以内の繰り上げ返済となる。 

 

 

 

 

よって、この繰上げ返済により短縮される返済期間は次のように

なる。 

64回では 100万円を超えてしまう 



63回－46回＝17回（１年５カ月） 

第８問 

問 26 

9,471,000

（円） 

元本を一定利率で複利運用しながら毎年一定額を取り崩す場合

の現在必要な元本は、年金現価係数を使用して求める。 

よって、次のように計算する。 

1,000,000円×9.471＝9,471,000円 

問 27 2,120,000

（円） 

借入金を元利均等返済する場合の毎年の返済額は、資本回収係数

を使用して求める。 

よって、次のように計算する。 

20,000,000円×0.106＝2,120,000円 

問 28 4,755,000

（円） 

一定期間複利運用しながら将来の目標額を得るために、現在必要

な元本は、現価係数を使用して求める。 

よって、次のように計算する。 

5,000,000円×0.951＝4,755,000円 

第９問 

問 29 

1,800（万円） ＜設例＞のマンションを購入する場合の販売価格 3,636 万円の

消費税 136 万円については建物にかかる分である（土地の譲渡

については消費税は非課税）。よって、建物の価格は、136 万円

÷８％＝1,700万円と計算することができる。そして、販売価格

から建物の価格と消費税額を差し引くことによって、土地（敷地

の共有持分）の価格を算出することができる。 

3,636万円－1,700万円－136万円＝1,800万円 

問 30 ２ １．適切。なお、団体定期保険は、会社が契約者となり従業員が

加入する定期保険である。 

２．不適切。健康診断は不要で、簡単な告知のみで加入すること

ができる。 

３．適切。１年更新である。 

４．適切。通常の定期保険よりも安い保険料で契約が可能である。 

問 31 （ア）○ 

（イ）○ 

（ウ）× 

 

（ア）正しい。「ペアローン」とは夫婦それぞれが住宅ローンを

組むというものである。一定の要件を満たせば、夫婦それぞれが

住宅借入金等特別控除（住宅ローン控除）の適用を受けることが

できる。 

（イ）正しい。「収入合算」は夫婦の収入を合算して１つの住宅

ローンを契約するため、夫または妻が単独で住宅ローンを契約す

る場合と比較して、借入金額を増やすことができる。 

（ウ）誤り。「ペアローン」で住宅ローンを契約した場合、夫婦

の両方の住宅ローンに団体信用生命保険を付保することができ

る。 



問 32 ３  

 

 

 

 

 

 

 

 

図２が終身保険の解約返戻金相当額のイメージ図である。解約返

戻金は、期間の経過に従って、一定額まで増えていく。これに対

して、一般的な低解約返戻金型終身保険は、保険料払込期間など

の解約返戻金減額期間における解約返戻金額が一般的な終身保

険より低く、保険料払込期間経過後は、通常の終身保険と同程度

の解約返戻金となる。よって、図３がイメージ図である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 33 （ア）１ 

（イ）４ 

（ウ）６ 

（エ）10 

(ア)18歳  

(イ) 遺族基礎年金（子の加算１人） 

※泰子さんは、幸子さんが 18歳到達年度の末日までは遺族基礎

年金（子の加算１人）を受給することができる。 

(ウ) 遺族厚生年金（孝幸さんの報酬比例部分の年金額の４分の

３相当額） 

※泰子さんは、遺族厚生年金を受給することができ、その額は孝

幸さんの報酬比例部分の年金額の４分の３相当額である。 

(エ) 中高齢寡婦加算 

※幸子さんが 18歳到達年度の末日を迎えると、遺族基礎年金を

受給することができなくなるが、65歳までは中高齢寡婦加算を

終身保険 

低解約返戻金型終身保険 



受給することができる。 

問 34 １ 

 

１．不適切。加入できるのは、常時使用する従業員の数が 20 人

以下（卸売業、小売業などは５人以下）の個人事業主や会社等の

役員である。 

２．適切。共済金の受取方法には、「一括受取り」、「分割受取り」

および「一括受取りと分割受取りの併用」の３種類がある。 

３．適切。掛金の月額は、1,000 円から 70,000 円までの範囲内

（500円単位）で自由に設定することができる。 

４．適切。掛金は、小規模企業共済等掛金控除として、全額を所

得金額から控除することができる。 

第 10問 

問 35 

3,750（万円） バランスシートの純資産は、「資産合計－負債合計」で求める。 

［資産］ 

金融資産 

預貯金等：2,890万円＋600万円＝3,490万円 

生命保険（解約返戻金相当額）：300万円＋150万円＋280万円

＋200万円＋400万円＝1,330万円 

事業用資産 

 棚卸資産（商品：460万円 

 車両・器具備品等：530万円 

不動産 

建物（自宅）：820万円 

土地（自宅敷地）：2,500万円 

投資用マンション：1,850万円 

その他（動産等）：320万円＋150万円＝470万円 

資産合計：3,490万円＋1,330万円＋460万円＋530万円＋820

万円＋2,500万円＋1,850万円＋470万円＝11,450万円 

［負債］ 

住宅ローン：700万円 

事業用借入：7,000万円 

負債合計：700万円＋7,000万円＝7,700万円 

［純資産］ 

11,450万円－7,700万円＝3,750万円 

問 36 １ 事業所得の金額は次のように計算する。 

事業所得の金額＝売上（収入）金額－売上原価－必要経費－青

色事業専従者給与－青色申告特別控除額 

売上（収入）金額：10,400万円 



売上原価：8,040万円 

必要経費 

利子割引料：280万円 

減価償却費：120万円 

その他の必要経費：1,040万円 

必要経費の合計：1,440万円 

青色事業専従者給与：240万円 

青色申告特別控除額：65万円 

10,400 万円－8,040 万円－1,440 万円－240 万円－65 万円＝615

万円 

問 37 （ア）２ 

（イ）５ 

 

「仮に現時点（2018 年４月１日）で圭一さんが死亡した場合、

支払われる死亡保険金の合計額から、返済すべき負債額を差し引

いた金額は 3,040万円となります。また、仮に桃子さんが大学に

入学する 2022年に圭一さんが死亡した場合、純子さんに支払わ

れる死亡保険金の合計額は 4,040万円となります。」 

※現時点（2018 年４月１日）で圭一さんが死亡した場合、支払

われる死亡保険金の合計額：定期保険Ａ1,000万円＋定期保険特

約付終身保険Ｂ500万円＋5,000万円＋定期保険特約付終身保険

Ｃ300万円＋3,000万円＋終身保険Ｅ240万円＝10,040万円 

※死亡保険金の合計額から返済すべき負債額を差し引いた金

額：10,040万円－事業用借入 7,000万円＝3,040万円 

（住宅ローンは、団体信用生命保険が付保されているので、返済

すべき負債額に入れない） 

※2022 年に圭一さんが死亡した場合、純子さんに支払われる死

亡保険金の合計額：定期保険特約付終身保険Ｂ（終身保険部分）

500 万円＋定期保険特約付終身保険Ｃ300 万円＋3,000 万円＋終

身保険Ｅ240万円＝4,040万円 

問 38 ３ 死亡保険金の非課税金額は 500万円×３人＝1,500万円である。 

終身保険Ｗは受取人が相続人であるため、非課税の適用がある。 

1,000万円－1,500万円＝０円 

終身保険Ｘ、終身保険Ｙ、終身保険Ｚについては、受取人が孫で

あり、相続人でないため、非課税の適用がない。 

よって、相続税の課税価格に算入される金額は、600万円＋400

万円＋400万円＝1,400万円となる。 

問 39 （ア）２ 

（イ）４ 

「圭一さんが障害年金を受給できるか否かの障害の程度の認定

は、初診日から起算して１年６カ月を経過した日または１年６カ



（ウ）８ 

 

月以内に治った場合はその治った日（その症状が固定し、治療の

効果が期待できない状態に至った日を含む）に行います。初診日

において、国民年金の第１号被保険者である圭一さんは、障害基

礎年金を受給できる可能性があります。障害基礎年金は障害等級

が１級または２級の状態である場合に受給でき、仮に圭一さんが

１級と認定された場合、老齢基礎年金の満額の 1.25 倍の額に桃

子さんを対象とする子の加算額が加算された額が支給されま

す。」 

問 40 ４ ・総医療費：270,000円÷30％＝900,000万円 

※３割を自己負担しているので、総医療費は 90万円となる。 

・自己負担限度額：80,100円＋（900,000円－267,000円）×１％

＝86,430円 

・高額療養費：270,000円－86,430円＝183,570円 

※高額療養費＝窓口負担額－自己負担限度額 

 


