
平成２９年９月 ３級ＦＰ技能検定／実技試験＜個人資産相談業務＞ 

解答と解説 

 

【第 1問】 

番号 問 1 問 2 問 3 

正解 ２  １ ３ 

配点 ３点 ３点 ４点 

 

＜問１＞ 正解 ２ 

 2) の語句の組み合わせが適切。 

①日本国内に居住している 20 歳以上 60 歳未満の人は、国民年金の被保険者となるの

で（強制加入）、長女Ｃさんは、原則として、国民年金の第 1 号被保険者として、国

民年金の保険料を納付する義務がある。国民年金の保険料は、月額「16,490」円（平

成 29 年度）である。ただし、学生の場合、本人の所得が一定額以下の場合には、学

生納付特例制度を利用することにより、在学中の国民年金の保険料の納付が猶予され

る。 

②この制度を利用して納付が猶予された保険料は、所定の手続により、「10 年」前ま

で遡って納めること（追納という）ができる。 

③保険料を追納しなかった場合、学生納付特例制度の承認を受けた期間は、老齢基礎年

金の受給資格期間には算入されるが、年金額の計算の対象となる月数には「算入され

ません」。 

 

＜問 2＞ 正解 １ 

1) 適切。老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、厚生年金保険の被保険

者期間が 1 ヵ月以上あれば、65 歳から支給を受けることができる。ただし、男性の場合、

昭和 36 年 4 月 1 日以前生まれの人で、厚生年金保険の被保険者期間が 1 年以上あり，老

齢基礎年金の受給資格期間を満たしている人は，生年月日等に応じて 65 歳到達前に特別

支給の老齢厚生年金を受給することができる。 

特別支給の老齢厚生年金の支給内容や支給開始年齢は、生年月日に応じて異なるが、男

性は昭和 24 年 4 月 2 日～昭和 28 年 4 月 1 日生まれは 60 歳から報酬比例部分のみの支

給、昭和 28 年 4 月 2 日以後生まれは 3 年ごとに 1 歳ずつ支給開始年齢が引き上げられ

る、などのポイントを覚えておきたい。Ａさんは、昭和 34 年 6 月 25 日生まれなので 64

歳から、特別支給の老齢厚生年金（報酬比例部分）が受給できる。 

  ただし、特別支給の老齢厚生年金を受給できる人が厚生年金保険の被保険者として勤務



する場合，特別支給の老齢厚生年金（基本月額）は，総報酬月額相当額（標準報酬月

額とその月以前１年間に受けた標準賞与額を 12 等分した額との合計額）との間で調整

が行われる。いわゆる在職老齢年金と言われるもので、基本月額と総報酬月額相当額

との合計額が 28 万円（平成 29 年度の支給停止調整開始額）を超える場合に、年金額

の一部または全部が支給停止となる。 

2) 不適切。加給年金額とは、厚生年金保険の被保険者期間が 240 月（20 年）以上ある人

などが、老齢基礎年金の支給開始年齢に達した時点で、その人に生計を維持されている

65 歳未満の配偶者がいる場合に、老齢厚生年金に加算されるもので、金額は 389,800 円

（平成 29 年度価額）である。 

Ａさんが 65 歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給する場合、この加給年金額の要件

を満たすので、老齢厚生年金には、妻Ｂさんが 65 歳に達するまでの間、加給年金額が加

算される。 

3) 不適切。老齢基礎年金や老齢厚生年金は、原則として 65 歳からの支給であるが、60 歳

～64 歳での繰上げ支給、66 歳以降の繰下げ支給を申出することができる。65 歳より前

に繰上げ請求する場合は、老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に行う必要があるが、繰

下げ支給の場合には、老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に行う必要はなく、老齢基礎

年金と老齢厚生年金を別々の希望月で繰下げすることができる。繰下げ支給では、繰り

下げた月数に応じて、1 ヵ月当たり 0.7％増額される。ただし、70 歳までが上限で、70

歳到達日以後の繰下げ請求は、請求時期にかかわらず70歳到達時点での増額率（0.7％×60

月＝42％）になり、原則として 70 歳までさかのぼって支払われる。 

 

＜問 3＞ 正解 ３ 

3) が正しい。 

老齢厚生年金は、基本的に報酬比例部分の年金額であるが、経過的加算が加算されるケ

ースがあり、また一定の要件を満たせば加給年金額が加算される。本問では、報酬比例部

分の額（平成 29 年度の本来水準の額）を問うている。 

老齢厚生年金の報酬比例部分の額は、平成 15 年 4 月より総報酬制が導入されたことによ

り、次のようにして計算する。 

報酬比例部分の額＝①＋② 

①平成 15 年 3 月以前の期間分 

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

数（注 2） 

②平成 15 年 4 月以後の期間分 

平均標準報酬額（注 3）×5.481／1,000×平成 15 年 4 月以後の被保険者期間の月数

（注 4） 

（注 1）Ａさんの場合、設例より 320,000 円 



（注 3）Ａさんの場合、設例より 252 月 

（注 4）平均標準報酬額とは、平成 15 年 4 月以後の再評価された後の標準報酬月額と

標準賞与額の総額を平成 15年 4月以後の被保険者期間の月数で割って算出し

たもの。Ａさんの場合、設例より 410,000 円 

（注 5）Ａさんの場合、設例より 254 月 

Ａさんの報酬比例部分の額は、次のようになる（円未満四捨五入）。 

        7.125             5.481 
320,000 円× ―――― ×252 月＋410,000 円× ――――×254 月＝1,145,351 円 

                  1,000                          1,000 

    

【第 2問】 

番号 問 4 問 5 問 6 

正解 ２ １ ３ 

配点 ３点 ３点 ４点 

 

＜問 4＞ 正解 ２ 

2)の語句の組み合わせが適切。 

ＮＩＳＡは、個人投資家がＮＩＳＡ口座を利用して上場株式等に投資する場合に配当等

や譲渡益等が非課税となる税制優遇制度である。 

平成 29 年中にＮＩＳＡ口座でＸ社株式を購入する場合、非課税投資枠の上限は「120」

万円となり、その非課税期間は最長で「5」年間となる。また、ＮＩＳＡ口座の受入れの対

象となる金融商品には、上場株式のほかに、「上場不動産投資信託（ Ｊ－ＲＥＩＴ）」や公

募株式投資信託などがある。 

＜NISA とジュニア NISA の概要＞（2017 年の場合） 

 NISA ジュニア NISA 

対象者 その年の 1月 1日において 20歳以上

の居住者等 

その年の 1月 1日において 20歳未満

の居住者等 

年間の非課

税投資枠 
120 万円 80 万円 

口座開設数 1 年ごとに 1 人 1 口座 

（1 年ごとに変更可） 

全期間を通じて 1 人 1 口座 

（変更不可） 

非課税対象 上場株式、公募株式投資信託、ETF、上場 REIT などの配当金等や譲渡益 

非課税期間 投資した年から 5 年間（ロールオーバーは可能） 

運用管理 本人 原則として親権者等が代理運用 

払出し 
自由 

原則、3 月 31 日時点で 18 歳である

年の前年 12 月 31 日まで払出し不可 



 

＜問 5＞ 正解 １ 

1) 不適切。国内の金融商品取引所において、上場株式を普通取引で売買した場合、売買が

成立した日から起算して 4 営業日目に受渡しが行われる。 

2) 適切。国内上場株式の売買注文方法には、指値（さしね）注文と成行（なりゆき）

注文がある。指値注文は価格をあらかじめ指定して注文する方法で、成行注文は売買

価格を指定しないで注文する方法である。同一銘柄について、価格の異なる複数の買い

指値注文がある場合、価格の高い指値注文から優先して売買が成立する。 

3) 適切。国内上場株式の売買において、通常、成行注文は指値注文に優先するため、売買

が成立しやすくなる。 

 

＜問 6＞ 正解 ３ 

Ｘ社株式の各種投資指標は、次のようになるので、3)が不適切。  

 

投資指標 算式 Ｘ社株式の場合 

ＰＥＲ 株価÷1 株当たり純利益 

1 株当たり純利益： 

35 億円÷3,500 万株＝100 円 

ＰＥＲ：1,200 円÷100 円＝12 倍 

自己資本比率 自己資本（純資産）÷総資産×100 
自己資本比率： 

350 億円÷1,000 億円×100＝35％ 

配当利回り 1 株当たり配当金÷株価×100 

1 株当たり配当金： 

12 億 6,000 万円÷3,500 万株＝36 円 

36 円÷1,200 円×100＝3％ 

 

【第 3問】 

番号 問 7 問 8 問 9 

正解 ２ ３ １ 

配点 ３点 ３点 ４点 

 

＜問 7＞ 正解 ２ 

2)の語句の組み合わせが適切。 

給与所得者の給与から源泉徴収された所得税は、勤務先で行う年末調整によって精算さ

れるため、その年分の所得が 1 ヵ所のみからの給与所得だけであれば、原則として、給与

所得者は、所得税の確定申告が不要である。 

ただし、①給与収入の金額が「2,000」万円を超える場合や、②給与所得および退職所得



以外の所得金額が「20」万円を超える場合は、勤務先での年末調整の対象とならないため、

所得税の確定申告をしなければならない。 

Ａさんは、平成 29 年分の給与収入の金額は 800 万円なので、「2,000」万円を超えていな

いが、給与所得および退職所得以外の所得金額が「20」万円を超えているため、平成 29 年

分の所得税の確定申告をしなければならない。 

なお、所得税の確定申告を要しない場合であっても、年末調整では控除されない「医療

費控除」、雑損控除、寄附金控除の適用を受ける場合には、所得税の還付を受けるために確

定申告書を提出することができる。 

 

＜問 8＞ 正解 ３ 

1) 適切。配偶者控除は、配偶者の合計所得金額が 38 万円以下（給与のみの場合は給与収

入が 103 万円以下）の場合に適用を受けることができる。妻Ｂさんは、給与収入が 90 万

円なので、合計所得金額は 90 万円－65 万円（給与所得控除）＝25 万円となり、控除対

象配偶者に該当するため、Ａさんは、妻Ｂさんに係る配偶者控除（控除額 38 万円）の適

用を受けることができる。 

（注）平成30年以後、配偶者控除･配偶者特別控除の取扱いが改正されるので、留意のこと 

改正前 改正後 

（平成 29 年分まで） 

＜配偶者控除＞ 

・配偶者の所得＝38 万円以下 

本人の所得 控除額 

制限なし 38 万円（老人控除対

象配偶者は 48万円） 

 

＜配偶者特別控除＞ 

・配偶者の所得＝38 万円超 76 万円未満 

本人の所得（＊） 控除額 

1,000 万円以下 3 万円～38 万円 

＊本人の合計所得金額が 1,000 万円を超え

た場合は適用なし。 

（平成 30 年分以後） 

＜配偶者控除＞ 

・配偶者の所得＝38 万円以下（変更なし） 

本人の所得（＊） 控除額 

900 万円以下 38 万円（48 万円） 

950 万円以下 26 万円（32 万円） 

1,000 万円以下 13 万円（16 万円） 

＜配偶者特別控除＞ 

・配偶者の所得＝38 万円超 123 万円未満 

本人の所得（＊） 控除額 

900 万円以下 3 万円～38 万円 

950 万円以下 2 万円～26 万円 

1,000 万円以下 1 万円～13 万円 

＊本人の合計所得金額が 1,000万円を超えた

場合は適用なし。 

 

2) 適切。扶養控除の対象となるのは、①納税者と生計を一にしている親族（配偶者を除く）、

②16 歳以上、③合計所得金額が 38 万円以下などの要件を満たした場合で、控除額は年齢

等に応じて、次のようになっている。 



区 分 控除額 

一般の控除対象扶養親族（16 歳以上 19 歳未満、23 歳以上 70 歳未満） 38 万円 

特定扶養親族（19 歳以上 23 歳未満） 63 万円 

老人扶養親族（70 歳以上） 同居老親等以外の者 48 万円 

同居老親等（注） 58 万円 

（注）同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系の尊属（父

母・祖父母など）で、納税者又はその配偶者と常に同居している人をいう。 

 長男Ｃさんは、20 歳で収入がないので、特定扶養親族に該当するため、Ａさんは、長男

Ｃさんに係る扶養控除（控除額 63 万円）の適用を受けることができる。 

3) 不適切。長女Ｄさん（15 歳）は、16 歳未満なので、扶養控除の適用を受けることがで

きない。 

 

＜問 9＞ 正解 １ 

1)が正しい。 

・給与所得の金額： 

 給与所得控額＝800 万円×10％＋120 万円＝200 万円 

給与収入  給与所得控除額 

800 万円－ 200 万円  ＝600 万円 

・一時所得の金額： 

解約返戻金   正味払込保険料   特別控除 

900 万円 －  800 万円 － 50 万円 ＝50 万円 

・総所得金額：一時所得の金額は、その 1／2 の金額が総所得金額に算入される。 

600 万円＋50 万円×1／2＝625 万円 

 

【第 4問】 

番号 問 10 問 11 問 12 

正解 ２ ３ １ 

配点 ４点 ３点 ３点 

 

＜問 10＞ 正解 ２ 

2)の語句の組み合わせが適切。 

区分所有法では、区分所有権の目的たる建物の部分を「専有部分」といい、区分所有権

を有する区分所有者は、全員で、建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うため

の団体を構成し、集会を開き、規約を定め、および管理者を置くことができるとされてい

る。また、区分所有法では、災害などで区分所有建物の一部が滅失した場合の復旧の手続



や、建替えに関しても規定されている。 

規定によれば、建物の価格の 2 分の 1 超に相当する部分が滅失（大規模滅失）したとき

は、集会において、区分所有者および議決権の各「4 分の 3」以上の多数で、滅失した共用

部分を復旧する旨の決議をすることができるとされている。また、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、区分所有建物の建替え決議をすることが

できるとされている。 

 

＜問 11＞ 正解 ３ 

1) 適切。いったん締結した契約を後で解除することができる手付を解約手付というが、相

手方が履行に着手する前までは、買主（手付金を支払った者）は手付金を放棄すること

で（手付流し）、売主（手付金を受け取った者）は手付金の 2 倍の額を返却すれば（倍返

し）、契約を解除することができる。したがって、Ａさんが甲マンションの売買契約の締

結に際して、Ｘさんに対して解約手付を交付した場合、Ｘさんが契約の履行に着手する

までは、Ａさんはその手付金を放棄して契約を解除することができる。 

2) 適切。マンションなどの広告やパンフレットに記載されている専有面積は、壁芯（へき

しん）面積で表示されているが、壁芯面積とは壁の厚みの中心線で測られた建物の面積

である。しかし、登記記録上の専有面積は、壁の内側の寸法で測られた内法（うちのり）

面積となるので、甲マンションの売却物件情報に表示されている専有面積より、甲マン

ションの不動産登記記録の専有面積のほうが小さくなる。 

3) 不適切。中古物件でも、マンションなどの耐火建築物の建物の場合には、その取得の日

以前 25 年以内に建築されたもの（耐火建築物以外の建物の場合には、その取得の日以

前 20 年以内に建築されたもの）であることなどの要件を満たせば、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。その他、主な住宅ローン控除

の適用要件は、次の通りである。 

①借入金の償還期間が 10 年以上であること。 

②この特別控除を受ける年分の合計所得金額が 3,000 万円以下であること。 

③住宅の床面積が 50 ㎡以上であり、床面積の 2 分の 1 以上の部分が専ら自己の居住の

用に供するものであること――など。 

 

＜問 12＞ 正解 １ 

1) 適切。民法では、売買契約の目的物に隠れた瑕疵（かし）があった場合、買主は瑕疵が

あることを知った時から１年以内ならば売主に対し損害賠償の請求ができるとし、また

瑕疵のために契約の目的を達することができないときは契約を解除することもできると

している。これを瑕疵担保責任というが、売主は故意または過失がなくても、その責任

を負わなければならないとされている。したがって、Ａさんが甲マンションに入居後、

隠れた瑕疵が判明し、ＡさんがＸさんの瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求をする場



合、Ａさんはその隠れた瑕疵があることを知った時から１年以内に権利を行使しなけれ

ばならない。 

2) 不適切。強行規定とは、当事者の合意があっても排除できない法律の規定であるが、上

記の民法における瑕疵担保責任は任意規程である。任意規定とは、当事者の合意がある

と排除できる法律の規定である。民法の瑕疵担保責任では、購入したときからではなく、

瑕疵があることを知ったときから 1 年以内に権利を行使すればよいというもので、これ

は、売主にとってかなり厳しい規定である。したがって、売主・買主双方の話し合いに

より、瑕疵担保責任の期間を限定したり、「売主は瑕疵担保責任を負わない」とする特約

を定めることは有効で、実務上一般的に行われている。 

なお、売主が宅地建物取引業者の場合には、売主業者は瑕疵担保責任を引渡しの日から 2

年以上負う必要がある（瑕疵担保責任の期間を引渡しの日から 2 年より短くする特約や

瑕疵担保を免責する特約を定めた場合、その特約は無効となる）。 

3) 不適切。特約がない場合は民法の規定が適用されるので、Ｘさんは、甲マンションに隠

れた瑕疵があることを知らなかった場合でも、その瑕疵について瑕疵担保責任を負う必

要がある。 

 

 

 

【第 5問】 

番号 問 13 問 14 問 15 

正解 ３ ２ ３ 

配点 ３点 ３点 ４点 

 

＜問 13＞ 正解 ３ 

1) 不適切。自筆証書遺言は、遺言者が、その遺言の全文、日付および氏名を自書し、これ

に押印して作成するもので、パソコンで作成した場合、その遺言書は無効となる。 

2) 不適切。公正証書遺言は、遺言者が、公証役場において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する遺言であり、証人 2 人以上の立会いにより作成するこ

とができる。 

3) 適切。公正証書遺言は、紛失・偽造・変造等の危険がなく、遺言者の相続開始時に家庭

裁判所における検認手続も不要である。検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内

容を知らせるとともに，遺言書の形状，加除訂正の状態，日付，署名など検認の日現在

における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続である。 

＊ 普通方式遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があるが、作成方法・

特徴をまとめると次のようになる。 



遺言の種類 自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言 

作成者 遺言者本人 公証人 遺言者本人 

作成方法 本人が遺言の全文･日

付･氏名等を書き（パ

ソコン等は不可）、押

印する。 

本人が口述し、公証人が筆

記する。 

本人が，遺言書（パソ

コン等や代筆も可）に

署名押印をして封印

し，公証人に提出する。 

証人 不要 2 人以上 2 人以上 

保管 遺言者本人 原本は公証役場、原本を写

した正本は遺言者本人 

遺言者本人 

検認 必要 不要 必要 

 

＜問14＞  正解 ２ 

2)の数値の組み合わせが適切。 

ⅰ）相続税の基礎控除額は、『3,000 万円＋「600」万円×法定相続人の数』の算式により算

出される。 

ⅱ）仮に、孫ＥさんがＡさんから「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」の適用を受けて教育資金の贈与を受ける場合、「1,500」万円までは

贈与税が非課税となる。 

＜参考＞直系尊属からの一括贈与で非課税となる特例には、上記の教育資金の一括贈与の

特例と似たものに、結婚･子育て資金の一括贈与の特例がある。 

〔教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税〕 

期間 平成 25 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日までに拠出 

贈与者 直系尊属（父母、祖父母など） 

受贈者 30 歳未満の子、孫 

非課税金額 
受贈者ごとに 1,500 万円（注）まで非課税 

（注）学校等以外の者に支払われたものについては 500 万円が限度額 

手続き① 受贈者名義の金融機関の口座等に、教育資金を一括して拠出 

手続き② 教育資金の使途は、金融機関が領収書等をチェックし、書類を保管 

手続き③ 
受贈者が30 歳になったとき 残額（使い残し）があれば贈与税課税 

受贈者が死亡したとき 贈与税は課税しない 

留意点 信託期間中に贈与者が死亡した場合、残額は相続税の課税対象外 

 

〔結婚･子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税〕 

期間 平成 27 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日までに拠出 



贈与者 直系尊属（父母、祖父母など） 

受贈者 20 歳以上 50 歳未満の子、孫 

非課税金額 
受贈者ごとに 1,000 万円（注）まで非課税 

（注）結婚費用は 300 万円までが非課税限度額 

手続き① 受贈者名義の金融機関の口座等に、結婚･子育て資金を一括して拠出 

手続き② 
受贈者は払い出した金銭を結婚･子育て資金に充当したことを証する

書類を金融機関に提出 

手続き③ 
受贈者が 50 歳になったとき 残額（使い残し）があれば贈与税課税 

受贈者が死亡したとき 贈与税は課税しない 

留意点 信託期間中に贈与者が死亡した場合、残額は相続税の課税対象 

 

ⅲ）仮に、Ａさんが相続対策として生命保険に加入した場合、相続人が相続で取得する相

続税の課税対象となる死亡保険金のうち、「500」万円に法定相続人の数を乗じた金額を

限度として相続税が非課税となる。 

 

＜問 15＞ 正解 ３ 

相続税の計算において、「相続税の総額」までは、誰がどのように相続したかにかかわら

ず、法定相続分通りに相続したものとみなして次の順序で計算する。 

・課税価格の合計額   

本問では、金額を明らかにしていないが、課税遺産総額（課税価格の合計額－基礎控除

額）1 億 2,000 万円が明記されており、下記の基礎控除額から逆算すると、1 億 6,800 万円

となる。 

・遺産に係る基礎控除額  

設例の場合、法定相続人は、妻Ｂさん、長男Ｃさん、長女Ｄさんの 3 人であるので、Ａ

さんの遺産に係る基礎控除額は、3,000 万円＋600 万円×3 人＝4,800 万円である。 

・課税遺産総額  

1 億 6,800 万円－4,800 万円＝1 億 2,000 万円（この金額が設問上の前提条件として記載

されている） 

・相続税の総額 

妻Ｂさんの相続税の総額の基となる税額 

1 億 2,000 万円×1／2＝6,000 万円 

6,000 万円×30％－700 万円＝1,100 万円 

長男Ｃさんの相続税の総額の基となる税額 

1 億 2,000 万円×1／2×1／2＝3,000 万円 

3,000 万円×15％－50 万円＝400 万円 



 長女Ｄさんの相続税の総額の基となる税額 

  長男Ｃさんと同じ＝400 万円 

 相続税の総額 

  1,100 万円＋400 万円×2 人＝1,900 万円 

 

 


