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（注）１．各問題の配点は、公表されていない。 
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【第 1 問】 

《問１》 正解 ①736,219（円）  ②20（年） ③926,812（円）  難易度 Ｂ 

＊ 老齢厚生年金の支給開始年齢は，原則として 65 歳であるが、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（従来は 25 年だったが、平成 29

年 8 月以後は 10 年）を満たしている人は，生年月日等に応じて 65 歳到達前に支給を

受けることができる。65 歳前に支給を受ける老齢厚生年金のことを「特別支給の老齢

厚生年金」という。 

男性の場合、昭和 36 年 4 月 1 日以前生まれの人は 65 歳前から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、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 35

年 1 月 10 日生まれなので 64 歳から、特別支給の老齢厚生年金（報酬比例部分のみ）

が受給できる。 

① Ａさんが 65 歳に達すると、特別支給の老齢厚生年金の受給権は消滅し、新たに老齢基

礎年金および老齢厚生年金の受給権が発生する。Ａさんが 65 歳から受給することがで

きる老齢基礎年金の額は次のようになる。 

  ＜老齢基礎年金の額＞ 

 老齢基礎年金の年金額は、基本的には、次のように計算される（平成 28 年度価額）。 

          保険料納付済月数 
  780,100 円× ――――――――――――  
          40 年×12 月（480 月） 

  ただし、保険料免除期間がある場合、次の期間が分子に加算される。 

・平成 21 年 3 月以前：全額免除月数×1/3＋3/4 免除月数×1/2＋半額免除月数×2/3＋

1/4 免除月数×5/6 

・平成 21 年 4 月以降：全額免除月数×1/2＋3/4 免除月数×5/8＋半額免除月数×3/4＋

1/4 免除月数×7/8 

  Ａさんの年金額の計算の分子に算入される月数は、厚生年金保険被保険者期間 251 月

＋国民年金保険料納付済期間（見込み含む）202 月＝453 月となるので、老齢基礎年金

の年金額は、次のようになる。 

          453 月   
  780,100 円× ――――― ＝736,219 円（円未満四捨五入） 
          480 月 

  （注）平成 29 年度価額では、780,100 円→779,300 円になっている。 

② 65 歳から支給される老齢厚生年金には、Ａさんの厚生年金保険の被保険者期間が「20」

年（240 月）以上あり、かつ、Ａさんと生計維持関係にある妻Ｂさんが厚生年金保険の

被保険者期間が「20」年以上ある老齢厚生年金等を受給していないため、妻Ｂさんが

65 歳に達するまでの間、配偶者の加給年金額が加算される。したがって、Ａさんが 65

歳から受給することができる老齢厚生年金の額は、次のようになる。 

  ＜Ａさんが 65 歳から受給することができる老齢厚生年金の額＞ 

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、また上記のように一定の要件を満たせば配偶者加給年金額が加算され

る。 



ⅰ）報酬比例部分の額（本来水準による価額） 

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 300,000 円。 

（注 2）Ａさんの場合、設例より 251 月。 

（注 3）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。 

（注 4）Ａさんの場合、平成 15 年 4 月以後の期間はない。 

Ａさんの報酬比例部分の額は、次のようになる。 

         7.125              
300,000 円× ―――― ×251 月＝536,513 円（円未満四捨五入） 

                   1,000                           

ⅱ）経過的加算 

昭和 24 年 4 月 1 日以前生まれの男性（女性は昭和 29 年 4 月 1 日以前生まれ）の場合、

65 歳前に受給する特別支給の老齢厚生年金は、定額部分と報酬比例部分を合算した年

金であった。65 歳以降は、それまでの定額部分が老齢基礎年金に、報酬比例部分が老

齢厚生年金に相当する。しかし、当分の間は老齢基礎年金の額より定額部分の額のほ

うが大きくなるため、65 歳以降の老齢厚生年金には定額部分から老齢基礎年金を引い

た額が加算される。これを経過的加算といい、65 歳以降も 60 歳からの年金額の水準を

保障するしくみとなっていた。 

昭和 24 年 4 月 2 日以後生まれの男性（女性は 29 年 4 月 2 日以後生まれ）の場合、定

額部分の支給はなくなっているが、経過的加算には 20 歳未満、60 歳以後の厚生年金保

険の被保険者期間も反映されるので、20 歳未満の被保険者期間がある人や 60 歳以後働

く場合には、相応の金額が加算されることもある。 

経過的加算の計算は複雑だが、設問の＜資料＞に計算式が掲載されている。なお、こ

の計算式の中の「被保険者期間の月数」は 480 月が上限であり、この点が出題される

こともあるので、覚えておきたい。今回のＡさんの場合は、251 月である。また、計算

式後半の分子が「･･･20 歳以上 60 歳未満の厚生年金保険の被保険者期間の月数」であ

ることにも留意しておくこと。Ａさんの場合、厚生年金保険の被保険者期間は 20 歳以

上なので、251 月である。したがって、経過的加算は次のようになる。 

                     251 月 
1,626 円×251 月 － 780,100 円× ――――― ＝199 円（円未満四捨五入） 

480 月 
 

ⅲ）加給年金額 

  上記のように、Ａさんの場合、加給年金額（390,100 円）が加算される。 



＊老齢厚生年金の年金額（平成 28 年度価額） 

536,513 円＋199 円＋390,100 円＝926,812 円 

 

《問２》正解 ①○  ②× ③×  難易度 Ｂ 

① 適切。特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢の引き上げは、女性の場合は、男性よ

り 5 年遅れてスタートしている。男性の場合は昭和 36 年 4 月 2 日以降生まれ、女性は

昭和 41 年 4 月 2 日以降生まれの人は、特別支給の老齢厚生年金の支給はない。 

妻Ｂさんは、昭和 42 年 3 月生まれなので、Ａさんのように、報酬比例部分のみの特別

支給の老齢厚生年金の支給はなく、原則として、65 歳から老齢基礎年金および老齢厚

生年金を受給することになる。 

② 不適切。国民年金の第 3 号被保険者であった期間（120 月）は、国民年金の保険料納付

済期間として、老齢基礎年金の年金額に反映される。 

（注）合算対象期間とは 

現在の年金制度では、日本に住所がある 20 歳以上 60 歳未満の人は全員、国民年金に

加入しなければならないが、以前は、国民年金制度の適用外とされていたり、適用は

あっても加入は任意とされていた人がいた。それに該当する期間は、老齢基礎年金の

年金額には反映しないが、年金を受け取るための期間（受給資格期間）には算入でき

ることとされている。これを「合算対象期間」と呼び、老齢基礎年金の受給資格期間

には算入されるが、老齢基礎年金の年金額には反映されない（そのため「カラ期間」

とも通称される）。具体的には、次のようなものがある。 

・国民年金に任意加入できたが、実際には任意加入していなかった期間 

・昭和 36 年 4 月から平成 3 年 3 月までの期間で、20 歳以上 60 歳未満だった人が、学

生であったため、国民年金に任意加入していなかった期間 

・昭和 61 年 4 月以降、20 歳以上 60 歳未満の日本人が海外に住んでいた期間――など 

③ 不適切。振替加算とは、配偶者（ここでは夫とする）の老齢厚生年金に加算されてい

る加給年金が妻が 65 歳になって打ち切られるときに、妻の老齢基礎年金に加算される

ものである。ただし、この振替加算が加算されるのは昭和 41 年 4 月 1 日生まれまでの

人で、昭和 41 年 4 月 2 日以降生まれの人には振替加算が加算されない。昭和 42 年 3

月生まれの妻Ｂさんには、振替加算額が加算されない。 

 

《問３》正解 ①○ ②× ③× 難易度 Ｂ 

① 適切。国民年金への強制加入義務があるのは、国内に住所を有する 20 歳以上 60 歳未

満の人であるが、60 歳時点で保険料納付済期間が 40 年（480 月）に満たないため、老

齢基礎年金を満額（平成 28 年度は 780,100 円、平成 29 年度は 779,300 円）もらえな

い場合、60 歳以上 65 歳未満の間に、国民年金に任意加入して国民年金の保険料を納付

することにより、65 歳からの老齢基礎年金の年金額を増額させることができる。 

② 不適切。付加年金は、国民年金の第 1 号被保険者や任意加入被保険者が、定額の国民

年金保険料（平成 29 年度の場合、月額 16,490 円）のほかに付加保険料（月額 400 円）

を支払うと、老齢基礎年金の受給時に、『200 円×付加保険料納付済月数』が加算され

る制度である。 

Ａさんおよび妻Ｂさんは、国民年金の第 1 号被保険者なので、国民年金の付加保険料



を納付することができる。仮に、妻Ｂさんが付加保険料を 108 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上乗せされる付加年金の額は、「200

円×108 月＝21,600 円」となる。 

③ 不適切。確定拠出年金の老齢給付金は、原則として 60 歳から受給できるが、60 歳から

受給するためには、60 歳時点で確定拠出年金の通算加入者等期間が 10 年以上なければ

ならない。しかし、60 歳時点で 10 年に満たないような場合でも、加入することはでき

る。その場合、支給開始年齢が、8 年以上＝61 歳、6 年以上＝62 歳、4 年以上＝63 歳、

2 年以上＝64 歳、1 月以上＝65 歳となる。 

 

【第 2 問】 

《問４》正解 ①ロ ②ホ ③チ  ④ル 難易度 Ａ 

① 公的年金制度における遺族基礎年金は、死亡した被保険者によって生計を維持されて

いた『子のある配偶者』または『子』に支給されるが、『子』とは「18」歳到達年度の

末日までの間にあり、かつ婚姻していない子のことをいう。ただし、障害等級 1 級ま

たは 2 級の子は 20 歳未満となる。 

① 遺族基礎年金の年金額（平成 28 年度価額）は、子のある配偶者の場合、「780,100 円＋

子の加算」で、子の加算は、第 1 子･第 2 子が各 224,500 円、第 3 子以降が 1 人あたり

74,800 円である。したがって、妻Ｂさんが受け取る遺族基礎年金の額は、子が 1 人の

ため、780,100 円＋224,500 円＝「1,004,600」円となる。 

＜遺族基礎年金年額（平成 28 年度価額）＞ 

 子のある配偶者 子のみ 

第 1 子 780,100 円＋224,500 円＝1,004,600 円 780,100 円 

第 2 子 780,100 円＋224,500 円×2 人＝1,229,100 円 1,004,600 円 

第 3 子以降 1 人につき 74,800 円を加算 

＜参考：遺族基礎年金年額（平成 29 年度価額）＞ 

 子のある配偶者 子のみ 

第 1 子 779,300 円＋224,300 円＝1,003,600 円 779,300 円 

第 2 子 779,300 円＋224,300 円×2 人＝1,227,900 円 1,003,600 円 

第 3 子以降 1 人につき 74,800 円を加算 

 

② 遺族厚生年金の額は、原則として、厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算し

た老齢厚生年金の報酬比例部分の額の「4 分の 3」相当額になる。計算に際しては、被

保険者期間の月数を最低 300 月とみなして年金額を計算する。 

③ 以下のいずれかに該当する場合に「中高齢寡婦加算」が 65 歳になるまで受け取れる。 

・夫死亡時に 40 歳以上 65 歳未満で生計を維持している子がいない場合。 

・40 歳に達した当時、子がいるため遺族基礎年金と遺族厚生年金を受けていた妻が、

子が 18 歳到達年度末日に達し、遺族基礎年金が受けられなくなった場合。 

なお、中高齢寡婦加算の平成 29 年度価額は 584,500 円である。 

 

《問５》正解 ①○ ②○ ③× 難易度 Ｂ 

① 適切。M さんが提案している生命保険に加入すると、A さんが死亡した場合、終身保



険から 100 万円、定期保険特約から 700 万円の死亡保険金が、収入保障特約から年額

60 万円の年金が、A さんが生存していた場合に 65 歳になるはずの年まで、それぞれ妻

B さんに支払われる。 

② 適切。先進医療特約を付加すると、公的医療保険が適用にならない先進医療の技術料

が実費で保障される。 

③ 不適切。厚生労働省の患者調査等の各種データでは、入院日数が年々短期化する傾向

が示されている。 

 

《問６》正解 ①× ②○ ③×    難易度 Ｂ 

① 不適切。A さんが死亡した場合に収入保障特約から受け取る年金額は、当該年金受給権

が『定期金に関する権利の評価』に基づき評価されて相続税の課税対象となるが、『500

万円×法定相続人の数』に係る非課税金額の規定の適用を受けることができる。 

② 適切。収入保障特約から毎年受け取る年金は雑所得として課税対象となるが、課税部

分と非課税部分に振り分けられ、課税部分の所得に対してのみの課税となる。 

③ 不適切。平成 24 年 1 月 1 日以後に契約した生命保険は新たな生命保険料控除の対象に

なるが、それ以前に契約した生命保険も、平成 24年以後に契約の更新等をした場合は、

その契約全体の保険料が新制度の対象になる。A さんが現在加入している生命保険は平

成 24 年 5 月 1 日に特約を更新しているため、すでに新しい生命保険料控除の対象とな

っている。 

 

【第 3 問】 

《問 7》 正解 ①800（万円）  ②1,500（万円） ③1,750（万円）  難易度 Ｂ 

 退職所得の金額は、次のようにして計算される。 

●退職所得の金額＝｛収入金額（源泉徴収される前の金額）－退職所得控除額｝×1／2 

●退職所得控除額の計算 

勤続年数（A） 退職所得控除額 

20 年以下 40 万円×A (80 万円に満たない場合は、80 万円) 

20 年超 800 万円＋70 万円×（A－20 年） 

（注）1 年未満の端数がある場合はその端数を 1 年に切り上げる 

 したがって、設問の場合は、次のようになる。 

〈退職所得控除額〉 

800 万円（①）＋70 万円×（30 年－20 年）=1,500（②）万円 

〈退職所得の金額〉 

（5,000 万円－1,500 万円）×1／2＝1,750（③）万円 

 

《問８》正解 ①6（割） ②2分の 1 ③3,825（万円） ④雑収入  難易度 Ｂ 

逓増定期保険の保険期間前半 6 割の期間における支払保険料の経理処理ルールは以下の

通り。 

 契約条件 保険期間満了 損金算入額 

1 契約時年齢＋（保険期間×2）>120 80 歳超 1／4 損金 

2 契約時年齢＋（保険期間×2）>95 70 歳超 1／3 損金 



3 上記計算式に該当しないもの 45 歳超 1／2 損金 

4 
上記に関係なく満期年齢が 45 歳以下

は全額損金 
45 歳以下 全額損金 

A さんが提案を受けている無配当逓増定期保険は「3」に該当するため、保険期間開始時

から当該保険期間の 6（①）割に相当する期間において、支払保険料の 2 分の 1（②）を前

払保険料として資産に計上し、残りの支払保険料については、期間の経過に応じて損金算

入する。 

X 社が契約から 9 年目に当該生命保険契約を解約する場合、それまで支払った保険料総

額 7,650 万円のうち、資産計上していた前払保険料（7,650 万円×1／2＝）3,825（③）万

円を取り崩し、受け取った解約返戻金 7,150 万円との差額を雑収入（④）として経理処理

する。 

 

《問９》正解 ①× ②× ③×  難易度Ｂ 

① 不適切。逓増定期保険において、保険期間満了時の解約返戻金の返戻率はゼロになる。 

② 不適切。契約から 10 年目に当該逓増定期保険契約を払済終身保険に変更する場合、そ

れまで資産計上していた前払保険料から解約返戻金を差し引いた金額を雑収入として

益金に計上し、その時点での解約返戻金を保険料積立金として資産計上する。 

③ 不適切。契約者貸付を受けた場合、借入金として負債に計上し、利息が元本に繰り入

れられた際には利息を負債に計上する。契約者貸付を返済した場合、負債に計上して

いた借入金を取り崩し、本年度分の利息は損金算入する。 

 

【第 4 問】 

《問 10》正解 ①チ ②ニ ③イ 難易度 Ａ 

① 所得控除は基礎控除を含め 14 種類あるが、そのうち雑損控除、医療費控除および 「寄

附金控除」の３種類の所得控除については、年末調整では適用を受けることができな

いため、これらの控除の適用を受けるためには所得税の確定申告が必要となる。 

② 医療費控除額は、次の算式で計算した金額（最高で 200 万円）である。 

＜算式＞  

その年中に支払った医療費の総額－保険金などで補てんされる金額－「10」万円（注） 

（注）その年の総所得金額等が 200 万円未満の人は、総所得金額等 5％の金額 

したがって、Ａさんのように総所得金額等の合計額が「200」万円以上である者の場合、

その年中に支払った医療費の総額が「10」万円を超えていなければ、その適用を受け

ることはできない。 

＜参考＞「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例」 

平成 29 年から医療費控除の特例として、「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合

の医療費控除の特例（」セルフメディケーション税制）が新設された。この特例は、

一定のスイッチ OTC 医薬品（医療用から一般用に転用された医薬品）を購入した場合

で、実質負担金額が 1 万 2,000 円を超えたときは、その超えた金額（8 万 8,000 円が上

限）が所得控除額となる。なお、通常の医療費控除額との重複適用は不可。 

  

 



《問 11》正解 ①× ②○ ③○  難易度 Ｂ 

① 不適切。期間5年超の一時払養老保険の満期保険金は、一時所得として総合課税の対象

となる。 

なお、5年以内に満期になる一時払養老保険や、5年を超える契約でも、一時払養老保

険、一時払変額保険（有期型）、一時払個人年金保険・一時払変額個人年金保険（いず

れも確定年金の場合）を契約から5年以内に解約した場合は、金融類似商品として、

20.315％の源泉分離課税の取り扱いとなる。ただし、一時払終身保険の解約返戻金は、

契約から解約までの期間に関係なく（5年以内の解約であっても）、一時所得として総

合課税の対象となる。 

② 適切。所得税において，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）、②その年の 12 月 31 日現在の年齢が 16 歳以上、③合計所得金

額が 38 万円以下（給与収入の場合、103 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。 

二女Ｄさん（24歳）は、アルバイトで給与収入は160万円とあるので、所得金額は「160

万円－65万円（給与所得控除額）＝95万円」となり、合計所得金額は38万円を超える

ので、Ａさんは二女Ｄさんに係る扶養控除の適用を受けることができない。なお、三

女Ｅさんは、20歳で収入はないので、特定扶養親族として63万円の扶養控除を受ける

ことができる。 

③ 適切。医療費控除の適用を受けるために、e-Taxを利用して確定申告書の提出を行う場

合、医療費の領収書の記載内容を入力して送信することにより、医療費の領収書の提

出または提示を省略することができる。 

 

《問 12》正解 ①8,300,000（円）  ②630,000（円） ③632,500（円） 難易度 Ｂ 

＊ 表の空欄を埋めると、次のようになる。 

 

 

 

 

 

給与所得の金額：1,000 万円－220 万円（注）＝780 万円 

（注）給与所得控除額：1,000 万円×10％＋120 万円＝220 万円 

8,300,000 円 

（①） 

一時所得の金額： 

満期保険金・解約返戻金     一時払い保険料     特別控除 

（500 万円＋530 万円）－（380 万円＋500 万円）－50 万円 

＝100 万円 

（注）一時所得の金額の 2 分の 1 が総所得金額に算入される。 

(a)総所得金額 

総所得金額：780 万円＋100 万円×1／2＝830 万円 



 医療費控除 ―― □□□円 

社会保険料控除 ―― □□□円 

生命保険料控除 ―― 50,000 円 

地震保険料控除 ―― 20,000 円 

配偶者控除  ―― 380,000 円 

扶養控除 扶養控除の要件：問 11 参照 

→長女Ｃさん、二女Ｄさん：控除対象扶養親族に

該当しない 

→三女Ｅさん（20 歳）：特定扶養親族に該当し、

控除額は 63 万円 

630,000 円 

（②） 

基礎控除 誰でも 38 万円の基礎控除を受けることができる 380,000 円 

(b)所得控除の額の合計額： 3,000,000 円 

(c)課税総所得金額：（a－b） 

8,300,000 円－3,000,000 円＝5,300,000 円 

5,300,000 円 

（③） 

(d)算出税額：（c に対する所得税額） 

5,300,000 円×20％－427,500 円＝632,500 円 

632,500 円 

（③） 

 

【第 5 問】 

《問 13》正解 ①ハ  ②ニ ③リ   難易度 Ａ 

ⅰ）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  

妻Ｂさんが相続により取得した自宅の敷地は、『特定居住用宅地等』に該当し、 その敷

地のうち 330 ㎡までの部分について、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る。 

＜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＞ 

 限度面積 減額割合 

特定居住用宅地等 

（被相続人の居住用宅地を配偶者が取得した場合など） 
330 ㎡ 80％ 

特定事業用宅地等 

（一定の親族が被相続人の事業を引き継ぐ場合など） 
400 ㎡ 80％ 

貸付事業用宅地等 

（アパート、賃貸マンションなど） 
200 ㎡ 50％ 

 

ⅱ）死亡保険金  

長男Ｃさんが受け取った死亡保険金（2,500 万円）は、みなし相続財産として相続税の課

税対象となるが、死亡保険金の非課税が適用される。非課税限度額は、「500 万円×法定相

続人の数」で計算される。設例の場合、法定相続人の数は、妻Ｂさん、長男Ｃさん、孫Ｅ

さん・Ｆさん（長女Ｄさんの代襲相続人）の 4 人なので、死亡保険金の非課税限度額は、

500 万円×4 人＝2,000 万円となる。したがって、長男Ｃさんが受け取った死亡保険金のう

ち、相続税の課税価格に算入される金額は「2,500 万円－2,000 万円＝500 万円」である。 

ⅲ）Ｘ社株式 



Ｘ社株式の相続税評価額は、原則として類似業種比準方式により評価される。類似業種

比準価額は、類似業種の株価ならびに 1 株当たりの「配当金額」、１株当たりの利益金額、

１株当たりの純資産価額の 3 つの比準要素を基に計算される。 

   

《問 14》正解 ①○  ②○ ③○  難易度 Ｂ 

① 適切。Ａさんが平成 29 年分の所得税について確定申告書を提出しなければならない者

に該当する場合、相続人は、原則として、相続の開始のあったことを知った日の翌日か

ら 4 ヵ月に準確定申告書を提出しならない。 

② 適切。相続税の申告書の提出期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から

10 ヵ月以内である。なお、申告書の提出先は、原則として、被相続人であるＡさんの

（死 亡時の）住所地を所轄する税務署長となる。 

③ 適切。相続、遺贈で財産を取得した人が、被相続人の 1 親等の血族および配偶者以外の

人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の 2 割に相当する金額が加算され

る。孫も 2 割加算の対象となるが、代襲相続人となった孫については、2 割加算の対象

とならないので、孫Ｅさんおよび孫Ｆさん（長女Ｄさんの代襲相続人）は、相続税額の

2 割加算の対象にはならない。  

 

《問 15》正解 ①9,000（万円） ②5,400（万円） ③6,170（万円） 難易度 Ｂ  

(a) 相続税の課税価格の合計額 

・妻Ｂさんに係る課税価格： 

4,000 万円（現金・預貯金）＋ 1,000 万円（自宅・敷地）＋1,000 万円（自宅・建物）

＋5,000 万円（死亡退職金）－2,000 万円（死亡退職金の非課税金額・注）＝9,000 万

円（①） 

（注）死亡退職金についても、死亡保険金と同様、非課税の適用がある。非課税限度

額は、「500 万円×法定相続人の数」で計算されるので、「500 万円×4 人＝2,000

万円」となる。 

・長男Ｃさんに係る課税価格： 

 5,000 万円（現金・預貯金）＋2,500 万円（死亡保険金）－2,000 万円（死亡退職金の

非課税金額・問 13 参照）＋1 億 4,500 万円（Ｘ社株式）＝2 億円 

・孫Ｅさんに係る課税価格：2,000 万円 

・孫Ｆさんに係る課税価格：2,000 万円 

＊相続税の課税価格の合計額： 

9,000 万円＋2 億円＋2,000 万円＋2,000 万円＝3 億 3,000 万円 

(b) 遺産にかかる基礎控除額 

基礎控除額は、「3,000 万円＋600 万円×法定相続人の数」で計算される。なお、この「法

定相続人の数」は、民法上の取り扱いと異なっており、(ｲ)相続放棄した人も放棄しなかっ

たものとして取り扱う、(ﾛ)養子（普通養子）が複数いる場合、実子がいる場合は 1 人、実

子がいない場合は 2 人までしかカウントできないという制限がある。 

設問の場合、法定相続人の数は 4 人なので、基礎控除額は次のようになる。 

3,000 万円＋600 万円×4 人＝5,400 万円（②） 

＊課税遺産総額（ａ－ｂ） 



   3 億 3,000 万円－5,400 万円＝2 億 7,600 万円 

(c) 相続税の総額 

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計算する。 

・妻 B さんの相続税の総額の基となる税額 

2 億 7,600 万円×1／2＝1 億 3,800 万円 

1 億 3,800 万円×40％－1,700 万円＝3,820 万円 

・長男 C さんの相続税の総額の基となる税額 

2 億 7,600 万円×1／2×1／2＝6,900 万円 

6,900 万円×30％－700 万円＝1,370 万円 

・孫Ｅさん・孫Ｆさんのそれぞれの相続税の総額の基となる税額 

2 億 7,600 万円×1／2×1／2×1／2＝3,450 万円 

3,450 万円×20％－200 万円＝490 万円 

相続税の総額 

  3,820 万円＋1,370 万円＋490 万円×2 人＝6,170 万円（③） 

 


