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実技試験 生保顧客資産相談業務（金融財政事情研究会） 

問題 解答 解説 

１ ①ト 

②ニ 

③ロ 

 

Ⅰ 「Ａさんが平成 30 年 11 月末日にＸ社を退職し、同年 12

月から個人事業主となった場合、Ａさんは、国民年金の第２号

被保険者から第１号被保険者への種別変更の届出を行い、以

後、60 歳に達するまでの間、国民年金の保険料を納付するこ

とになります。なお、種別変更の届出は、（①住所地の市（区）

町村役場でＡさん自らが手続を行って）ください。また、Ａさ

んが個人事業主となった場合、妻Ｂさんは、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届出を行い、以

後、Ａさんと同様、国民年金の保険料を納付することになりま

す」  

Ⅱ 「国民年金の保険料は、月額（②16,340）円（平成 30年度

価額）です。毎月の保険料は翌月末日までに納付しなければな

りませんが、将来の一定期間の保険料を前納することもできま

す。前納した場合、前納期間に応じて保険料の割引があります

が、前納できる期間は（③２）年が上限となります」 

問２ ①400（円） 

②48,000（円） 

③68,000（円） 

④70,000（円） 

ⅰ）『付加保険料』 

「Ａさんは、所定の手続により、国民年金の定額保険料に加

えて、月額（①400）円の付加保険料を納付することができ

ます。仮に、Ａさんが付加保険料を 240 月納付し、65 歳か

ら老齢基礎年金を受け取る場合、老齢基礎年金の額に付加年

金として（②48,000）円が上乗せされます」 

※付加年金は「200円×付加保険料の納付月数」で計算するの

で、200円×240月＝48,000円となる。 

ⅱ）『国民年金基金』 

「国民年金基金は、国民年金の第１号被保険者の老齢基礎年

金に上乗せする年金を支給する任意加入の年金制度です。国

民年金基金への加入は口数制となっており、１口目は、保証

期間のある終身年金Ａ型、保証期間のない終身年金Ｂ型の２

種類のなかから選択します。国民年金基金に拠出できる掛金

の限度額は、月額（③68,000）円となります。なお、国民年



金基金に加入する場合は、国民年金の付加保険料の納付をや

める手続が必要となります」 

ⅲ）『小規模企業共済制度』 

「小規模企業共済制度は、個人事業主が廃業等した場合に必

要となる生活資金を準備しておくための共済制度です。個人

事業主の場合、常時使用する従業員数が 20 人（商業・サー

ビス業では５人）以下の方が加入対象となります。毎月の掛

金は、1,000 円から（④70,000）円の範囲内で、500 円刻み

で選択できます。共済金（死亡事由以外）の受取方法には『一

括受取り』『分割受取り』『一括受取り・分割受取りの併用』

があり、税法上、『一括受取り』の共済金（死亡事由以外）

は退職所得として課税されます」 

問３ ①〇 

②〇 

③× 

 

①適切。国民年金の第１号被保険者で国民年金の定額保険料を

納付している者は、原則として、個人型年金に加入することが

できる。個人型年金は、60 歳になるまでの通算加入者等期間

が 10年以上あれば、老齢給付金を 60歳から受給することがで

きる。 

②適切。個人型年金の掛金は、その全額が小規模企業共済等掛

金控除の対象となり、総所得金額等から控除することができ

る。 

③不適切。個人型年金では、銀行・証券会社等の運営管理機関

が定める手数料を負担する必要があるが、当該手数料の額は金

融機関によって異なる。 

問４ ①8,244（万円） 

②▲3,356 

（万円） 

③▲4,620 

（万円） 

 

生活費の総額 

＜ケース 1＞①8,244万円 

30万円×70％×12カ月×7年＝1,764万円 

30万円×50％×12カ月×36年＝6,480万円 

1,764万円＋6,480万円＝8,244万円 

＜ケース２＞ 

30万円×50％×12カ月×36年＝6,480万円 

（ａ）遺族に必要な資金の総額 

＜ケース１＞ 

11,744万円 

＜ケース２＞ 

8,580万円 

（ｂ）準備資金 



＜ケース１＞ 

15,100万円 

＜ケース２＞ 

13,200万円 

必要保障額（ａ－ｂ） 

＜ケース１＞②▲3,356万円 

11,744万円－15,100万円＝▲3,356万円 

＜ケース２＞③▲4,620万円 

8,580万円－13,200万円＝▲4,620万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問５ ①リ 

②チ 

③ハ 

④イ 

Ⅰ 「公的介護保険の被保険者が、当該制度から保険給付を受

けるためには、（①市町村（特別区を含む））から要介護認定

または要支援認定を受ける必要があります。ただし、Ａさん

のように（②40）歳以上 65 歳未満の第２号被保険者につい

ては、要介護状態または要支援状態となった原因が、初老期

における認知症、脳血管疾患などの加齢に伴う特定疾病によ

って生じたものでなければ給付は受けられません」 

8,244 6,480 

11,744 8,580 

▲3,356 ▲4,620 



Ⅱ 「要介護認定を受けた被保険者は介護給付を受けることが

でき、要支援認定を受けた被保険者は予防給付を受けること

ができます。ただし、介護給付の施設サービスのうち、介護

老人福祉施設（特別養護老人ホーム）を新たに利用すること

ができる要介護被保険者は、原則として、要介護状態区分が

（③３）以上の者に限られています」 

Ⅲ 「公的介護保険の保険給付を受ける者は、原則として、費

用（食費、居住費等を除く）の（④１）割を事業者に支払う

ことになります。なお、居宅サービスを利用する場合、要介

護度に応じて利用できる限度額が決められており、限度額を

超えて利用したサービスの費用は全額自己負担となります」 

問６ ①〇 

②× 

③〇 

 

①適切。妻Ｂさんに給与収入があるため、Ａさんが死亡した際

の必要保障額はマイナスとなり、計算上、死亡保障は必要ない

と判断できる。ただし、介護離職せざるを得なくなった場合な

ど、必要保障額の結果が大きく変化する可能性も想定されるの 

で、死亡保障の必要性がないと早計に判断しないほうが賢明で

ある。 

②不適切。提案した生命保険に加入後、Ａさんが公的介護保険

の要介護２以上に認定された場合、生活介護・収入保障特約か

ら年金が支払われる。当該年金額は非課税である（身体の傷害

に基因して支払を受けるものは非課税である）。 

③適切。医療保障を充実させることに加え、長期の入院等によ

り一時的に就業不能になった場合の保障を準備することも検

討事項の１つとなると考えられる。 

問７ ①800（万円） 

②1,990（万円）    

③1,505（万円） 

〈退職所得控除額〉 

（①800）万円＋70万円×（37年－20年）＝（②1,990）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〉 

（5,000万円－（②1,990）万円）×１／２＝（③1,505）万円 

問８ ①〇 

②〇 

③× 

①適切。当該生命保険の単純返戻率（解約返戻金額÷払込保険

料累計額）は、逓増率変更年度の前後でピークを迎え、その後、

単純返戻率は低下し、保険期間満了時には０（ゼロ）になる。

現在のキャッシュバリューを確保するには、解約あるいは払済

終身保険への変更を検討する必要がある。 

②適切。払済終身保険に変更後、Ａさんが勇退する際に、契約

者をＡさん、死亡保険金受取人をＡさんの相続人に名義変更す



ることで、当該保険契約を役員退職金の一部として支給するこ

とができる。個人の保険として継続することで、将来における

相続税の納税資金対策等に活用することができる。 

③不適切。急な資金需要の発生により、Ｘ社が当該生命保険か

ら契約者貸付制度を利用した場合、契約者貸付金は借入金とし

て負債に計上する。 

問９ ①６（割） 

②２分の１ 

③2,400（万円） 

④雑収入 

「当該定期保険の場合、保険期間開始時から当該保険期間の

（①６）割に相当する期間においては、支払保険料の（②２分

の１）を前払保険料として資産計上し、残りの支払保険料につ

いては、一般の定期保険の支払保険料の取扱い同様、期間の経

過に応じて損金の額に算入します。なお、（①６）割に相当す

る期間を経過した後の期間においては、支払保険料の全額を損

金の額に算入するとともに、それまでに資産に計上した前払保

険料の累積額をその期間の経過に応じ取り崩して損金の額に

算入します。 

当該定期保険の解約返戻金は、役員退職金の原資や設備投資等

の事業資金として活用することができます。仮に、Ｘ社が長男

Ｂさん 65 歳時に当該保険契約を解約する場合、Ｘ社が解約時

までに支払った保険料の総額は 6,000万円（240万円×25回）

となりますので、それまで資産計上していた前払保険料を取り

崩し、受け取った解約返戻金との差額（③2,400）万円を（④

雑収入）として経理処理します」 

※解約返戻金との差額 

支払保険料の２分の１を前払保険料として計上しているので、

6,000 万円×１／２＝3,000 万円を計上している。解約返戻金

は 5,400 万円なので、差額は 5,400 万円－3,000 万円＝2,400

万円となる。 

問 10 ①ト 

②ヘ 

③ロ 

 

Ⅰ 「平成 30年分の所得税から配偶者控除の見直しがあります

が、Ａさんの合計所得金額は 900万円以下であるため、Ａさん

は 38万円の配偶者控除の適用を受けることができます。仮に、

Ａさんの合計所得金額が 900万円を超えると、配偶者控除の額

は段階的に縮小し、合計所得金額が（①1,000）万円を超える

と、適用を受けることができません」 

Ⅱ 「長男Ｃさんの合計所得金額は 38 万円以下となりますの

で、Ａさんは、長男Ｃさんについて（②63）万円の扶養控除の

適用を受けることができます」 



※長男Ｃさん（21歳）は特定扶養親族に該当するため 63万円

の控除が受けられる。 

Ⅲ 「Ａさんの場合、給与所得以外の所得の金額の合計額が（③

20）万円を超えるため、所得税の確定申告をしなければなりま

せん。所得税の確定申告書は、原則として平成 31年２月 16日

から３月 15 日までの間に納税地の所轄税務署長に提出しなけ

ればなりません」 

問 11 ①○ 

②× 

③× 

①適切。不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、

土地等の取得に係る負債の利子 40 万円に相当する部分の金額

は、Ａさんの給与所得や一時所得の金額と損益通算することは

できない。 

②不適切。一時払終身保険の解約返戻金は契約から５年以内の

解約であっても、総合課税の対象となる（満期のない終身保険

は金融類似商品に該当しない）。したがって、一時払変額個人

年金保険の解約返戻金に係る一時所得の金額と内部通算する

ことができる。 

③不適切。Ａさんが所得税の確定申告をするときに、納税地の

所轄税務署長に青色申告承認申請書を提出すれば、最高 10 万

円を青色申告特別控除として、総所得金額から控除することが

できる。青色申告特別控除については、不動産貸付けが事業と

して行われている場合は、一定の要件を満たすことにより最高

65万円が控除を適用できるが、それ以外の場合は最高 10万円

となる。建物の貸付けについては、次のいずれかの基準に当て

はまれば、原則として事業として行われているものとして取り

扱われる。 

・貸間、アパート等については、貸与することのできる独立し

た室数がおおむね 10室以上であること。 

・独立家屋の貸付けについては、おおむね５棟以上であること。

Ａさんの場合は該当しない。 

問 12 ①165（万円） 

②775（万円） 

 

①総所得金額に算入される一時所得の金額 

1,400 万円＋980 万円－（1,000 万円＋1,000 万円）－50 万円

＝330万円 

総所得金額に算入するのは２分の１の金額なので、330 万円×

１／２＝165万円となる。 

②総所得金額 

給与所得控除額…900万円×10％＋120万円＝210万円 



給与所得の金額…900万円－210万円＝690万円 

不動産所得の損失…200万円－320万円＝▲120万円 

※問 11①のとおり土地等の取得に係る負債の利子 40万円に相

当する部分の金額は損益通算の対象とならないので、120万円

－40万円＝80万円が対象となる。 

総所得金額に算入される一時所得の金額…①のとおり165万円 

総所得金額…690万円－80万円＋165万円＝775万円 

問 13 ①4,800（万円） 

②370（万円） 

③1,720（万円） 

①遺産に係る基礎控除額：4,800万円 

3.000万円＋600万円×3人＝4,800万円 

※課税遺産総額： 

1億 6,000万円－4,800万円＝1億 1,200万円 

※相続税の総額の基となる税額 

（法定相続を取得したと仮定して計算） 

・妻Ｂさん：980万円 

1億 1,200万円×１／２＝5,600万円 

5,600万円×30％－700万円＝980万円 

②長男Ｃさん：370万円 

1億 1,200万円×１／４＝2,800万円 

2,800万円×15％－50万円＝370万円 

・二男Ｄさん：370万円 

1億 1,200万円×１／４＝2,800万円 

2,800万円×15％－50万円＝370万円 

④相続税の総額：1,720万円 

980万円＋370万円＋370万円＝1,720万円 

（ａ）課税価格の合計額 １億 6,000万円 

 （ｂ）遺産に係る基礎控除額 ①4,800万円 

課税遺産総額（ａ－ｂ） 1億 1,200万円 

 相続税の総額の基となる税額  

妻Ｂさん 980万円 

長男Ｃさん ②370万円 

二男Ｄさん 370万円 

（ｃ）相続税の総額 ③1,720万円 
 

問 14 ①× 

②〇 

③× 

①不適切。青空駐車場として利用している宅地上に、賃貸マン

ションを建築した場合、その敷地は貸家建付地として評価され

る。貸家建付地の相続税評価額は、『自用地評価額×（1－借地



 権割合×借家権割合×賃貸割合）』の算式により評価される。 

②適切。ローンを活用して賃貸マンションを建築した場合、相

続税額の計算上、当該借入金は債務控除の対象となる。しかし、

空室が多くなれば、ローン返済が滞る可能性もあるので、有効

活用には慎重な対応が求められる。 

③不適切。平成 30 年度税制改正により、相続開始前３年以内

に新たに貸付事業の用に供された宅地は、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の対象から除外されてい

る。 

問 15 ①ハ  

②二 

③チ 

④リ 

Ⅰ 「Ａさんが生命保険に加入していないのであれば、契約者

（＝保険料負担者）および被保険者をＡさん、死亡保険金受取

人を相続人とする一時払終身保険への加入を検討してくださ

い。終身保険に加入後、Ａさんの相続が開始した場合、相続人

が受け取る死亡保険金は（①1,500）万円を限度として、死亡

保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができます」 

※500万円×３人＝1,500万円 

Ⅱ 「相続財産の大半を妻Ｂさんおよび長男Ｃさんが相続した

場合、二男Ｄさんの遺留分を侵害するおそれがあります。仮に、

遺留分算定の基礎となる財産が２億円の場合、二男Ｄさんの遺

留分の金額は（②2,500）万円となります。相続財産を多く取

得した相続人に十分な資力がなければ、生命保険の活用、生前

贈与等により、手元の代償交付金を確保しておく必要がありま

す」 

※本問では遺留分の割合は遺留分算定の基礎となる財産の２

分の１である。二男Ｄさんの遺留分の割合は、１／２×１／４

＝１／８となる。よって、２億円×１／８＝2,500万円となる。 

Ⅲ 「配偶者に対する相続税額の軽減の適用を受けた場合、妻

Ｂさんが相続により取得した財産の金額が、配偶者の法定相続

分相当額と１億 6,000万円とのいずれか（③多い）金額までで

あれば、納付すべき相続税額は算出されません。妻Ｂさんの固

有の財産を含め、二次相続の段階で二男Ｄさんへの配分を考慮

することも検討できます」 

Ⅳ 「妻Ｂさんが自宅の敷地を相続により取得した場合、その

（④敷地の全部）について、通常の価額から 80％相当額を減

額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすること

ができます」 



※特定居住用宅地等に該当するので、330㎡まで 80％減額でき

る。自宅敷地は 270㎡なので、敷地の全部について適用を受け

られる。 

 


