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平成２８年９月 ２級ファイナンシャル・プランニング技能検定／学科試験 
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問題 1 正解 ２ 難易度Ａ 

１．不適切。税理士資格を有していないファイナンシャル・プランナーは、税理士法上、

有償無償にかかわらず税務書類の作成や具体的な税務相談などを行うことができない。 

２．適切。顧客に対して、ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）の仕組みを説明することは、

資格や登録の有無に関係なく誰でも行うことができる。 

３．不適切。宅地建物取引業の免許を受けていないファイナンシャル・プランナーが、業

として、顧客の代理人という立場で顧客の宅地や建物を売買することは、宅地建物取

引業法に違反する。宅地建物取引業とは、①自らが行う宅地や建物の売買や交換、②

売買や交換、貸借をするときの代理や媒介、を業として行うものをいい、宅地建物取

引業の免許を受けた者でなければ営むことができない。 

４．不適切。弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、報酬を得る目的で

相続人間の利害調整に係る法律事務を行うことは弁護士法に抵触する。 

 

問題２ 正解 ３ 難易度Ｂ 

１．不適切。労災保険は、労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷・病気・死亡した

場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うもので、労働者には雇

用形態がアルバイトやパートタイマーである者も含まれる。 

２．不適切。労災保険は、労働者の業務災害及び通勤災害に対する保護を主たる目的とす

るものであるので、労働者以外の事業主等は対象外となる。なお、その業務の実態や

災害の発生状況その他からみて労働者に準じて保護をすることが適当である人につい

ては、特別加入することができる。事業主の場合は、一定の労働者数（金融業・保険

業・不動産業・小売業は 50 人、卸売業・サービス業は 100 人、それ以外は 300 人）以

下の中小事業主は、特別加入することができる。 

３．適切。日本国内で行われる事業（有期事業を除く）から派遣されて、海外支店、工場、

現場、現地法人、海外の提携先企業等で行われる事業に従事する労働者も、労災保険

の特別加入者の対象となる。 

  その他、一人親方等（個人タクシー業者、大工など）も特別加入者の対象となる。 

４．不適切。労働者災害補償保険（労災保険）の保険料は、事業の種類によって災害の発

生率が異なることから、事業の種類に応じた労災保険率が定められている。なお、保

険料は全額会社（事業主）が負担する。 

  

問題３ 正解 ３ 難易度Ｂ 

１．適切。厚生年金保険では、被保険者が事業主から受ける毎月の給料などの報酬の月額

を区切りのよい幅で区分した標準報酬月額（9 万 8 千円～62 万円の 30 等級）と 3 月を

超える期間の賞与から千円未満を切り捨てた標準賞与額（1 ヵ月あたり 150 万円が上限）

を設定し、その標準報酬月額・標準賞与額にそれぞれ保険料率を乗じて保険料が算出



3 

Copyright © 2016 Kindai-Sales.Co.,Ltd.All rights reserved. 

される。 

２．適切。平成 27 年 10 月 1 日から「被用者年金一元化法」によりそれまで厚生年金保険

と三つの共済年金に分かれていた被用者の年金制度が厚生年金保険に統一された。こ

れにより、公務員である被保険者に係る厚生年金保険の保険料率は下表のように段階

的に引き上げられ、会社員である被保険者に係る保険料率に統一されることになって

いる。 

   平成 28 年 9 月～ 平成 29 年 9 月～ 平成 30 年 9 月～ 

会社員 18.184％ 18.3％ 18.3％ 

公務員（注） 17.632％ 17.986％ 18.3％ 

  （注）公務員の場合、厚生年金保険の保険料率のほか、退職等年金給付の保険料率（1.5％）

がある。 

３．不適切。厚生年金保険に加入している適用事業所に常時使用される 70 歳未満の人は、

国籍や性別、年金の受給の有無にかかわらず、厚生年金保険の被保険者となる。70 歳

になると被保険者の資格を失うが、70 歳になっても老齢年金の受給資格期間を満たせ

ないで在職中の人は、その期間を満たすまで任意加入することができる。なお、70 歳

以降在職していても厚生年金の被保険者ではなくなり保険料の負担はないが、60 歳代

後半の在職老齢年金制度は適用される。 

４．適切。産前産後休業期間中の厚生年金保険の被保険者に係る保険料は、所定の手続き

により、事業主負担分、被保険者負担分のいずれも免除される。 

 

問題４ 正解 １ 難易度Ｂ 

１．不適切。老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給資格があり、厚生年金保険の被保険者

期間が 1 ヵ月以上あれば、65 歳から支給されるが、65 歳前（60 歳～64 歳）から支給

される特別支給の老齢厚生年金は、厚生年金保険の被保険者期間が 1 年以上あること

が要件である。 

２．適切。特別支給の老齢厚生年金は、生年月日等に応じて支給開始年齢が順次引き上げ

られているが、男性は昭和 36 年 4 月 2 日以降生まれ・女性は昭和 41 年 4 月 2 日以降

生まれの人は廃止されることになっている。 

３．適切。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、総報酬月額相当額と基本月額

との合計額が 28 万円（平成 28 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。 

４．適切。特別支給の老齢厚生年金（報酬比例部分）は、60 歳以降、支給開始年齢到達前

に繰上げ支給を請求することができる。なお、繰上げ支給の厚生年金を請求する人は、
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同時に老齢基礎年金の繰上げ請求をしなければならない。 

  

問題５ 正解 ３ 難易度Ｂ 

１．適切。老齢基礎年金の受給資格期間は、保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対

象期間を合算した期間が 25 年以上である。なお、平成 29 年 9 月から 10 年以上に短縮

される。 

２．適切。学生であっても 20 歳以上であれば、国民年金の第 1 号被保険者に該当し保険料

の納付義務があるが、申請により在学中の保険料の納付が猶予される学生納付特例制

度が設けられている。この特例を利用した期間は、その後追納がない場合、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。 

３．不適切。平成 21 年 3 月以前の国民年金の保険料全額免除期間は、その期間に係る保険

料の追納がない場合、その 3 分の 1 に相当する月数が老齢基礎年金の年金額に反映さ

れる。なお、平成 21 年 4 月以降の保険料全額免除期間については、その 2 分の 1 に相

当する月数が老齢基礎年金の年金額に反映される。 

４．適切。老齢基礎年金の繰下げ支給をした場合、年金額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。したがって、70 歳到達時に繰下げ支給の申出をした場合、

60 月の繰り下げなので、年金の増額率は、0.7％×60 月＝42％となる。なお、増額率

は 42％が上限である。また、繰上げ支給をした場合は、繰り上げた月数に応じて 1 ヵ

月当たり 0.5％減額される。 

 

問題６ 正解 ４ 難易度Ｂ 

１．適切。確定拠出年金の企業型年金は、会社が掛金を拠出する仕組みとなっていたが、

平成 24 年より、加入者自らも一定の範囲内で事業主の掛金に上乗せできるマッチング

拠出が可能となった。このマッチング拠出により加入者が拠出する掛金は、所得税の

計算において、その全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となる。なお、個人型年

金の掛金も同様である。 

２．適切。確定拠出年金の運用期間中に発生する利息や収益分配金等の運用収益は、年金

の給付時まで課税が繰延べされる。 

３．適切。確定拠出年金の老齢給付金を年金として受給する場合、その年金は、雑所得と

して公的年金等控除の対象となる。 

４．不適切。老齢給付金を一時金として受給する場合は、退職所得の取扱い（退職所得控

除、1／2 課税）となる。 

 

問題７ 正解 １ 難易度Ｂ 

１．不適切。中小企業退職金共済（中退共）は、国の援助で中小企業が退職金制度を持て

るようにすることを目的とした制度で、従業員は加入できるが、役員や個人事業主本
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人は加入できない。掛金は全額事業主負担で、月額 5,000 円～30,000 円の 16 種類の中

から従業員ごとに任意に選択できる。掛金は税法上、法人企業の場合は損金、個人企

業の場合は必要経費となる。また、従業員の給与所得にはならない。なお、新しく中

退共制度に加入する事業主には、掛金月額の 2 分の 1（従業員ごと上限 5,000 円）を加

入後 4 ヵ月目から１年間、国が助成する。 

２．適切。小規模企業共済は、小規模企業（商業・サービス業では常時使用する従業員が 5

人以下、建設業・製造業・運輸業・不動産業などでは常時使用する従業員が 20 人以下

など）の個人事業主が事業を廃止した場合や会社等の役員が役員を退職した場合など

に、積み立てた掛金に応じた共済金を受け取る共済制度である。掛金月額は、1,000 円

から 7 万円までの範囲（500 円刻み）で自由に選べる。掛金は税法上、全額が小規模企

業共済等掛金控除として所得控除される。なお、中退共制度のような掛金についての

国の助成はない。 

３．適切。国民年金基金制度は、国民年金（老齢基礎年金）とセットで、自営業者など国

民年金の第 1 号被保険者の老後の所得保障の役割を担う制度である。60 歳以上 65 歳

未満の国民年金の任意加入被保険者も加入することができる。なお、国民年金の第 3

号被保険者は加入することができない。 

４．適切。国民年金基金の掛金の上限は月額 6 万 8,000 円で、全額社会保険料控除として

所得控除できる。 

 

問題８ 正解 ３ 難易度Ａ 

① Ａさんが現在返済中の住宅ローンを継続した場合の総返済額 

1,013,508 円×11 年＝11,148,588 円 

② 借り換えした場合の総返済額 

  1,051,249 円×10 年＝10,512,490 円 

＊ 住宅ローンの借換えをした場合の負担減少額（費用を含む） 

11,148,588 円－｛10,512,490 円＋200,000 円（借換費用）｝＝436,098 円 

 

問題９ 正解 ２ 難易度Ａ 

＊ Ａ社の損益計算書は、次のようになる。（単位：百万円） 

売上高                1,000 

売上原価              600  

［売上総利益］       400 

販売費及び一般管理費     200   

［営業利益］       200   

営業外損益            50   

［経常利益］       250 
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特別損益            50   

［税引前当期純利益］   300 

法人税等            100   

  ［当期純利益］         200 

１．不適切。経常利益は、250 百万円である。 

２．適切。営業利益は、200 百万円である。 

３．不適切。税引前当期純利益は、300 百万円である。 

４．不適切。売上総利益は、400 百万円である。 

 

問題 10 正解 ２ 難易度Ａ 

１．適切。クレジットカードは、クレジットカード会社が所有権を有しており、約款上、

クレジットカード表面に印字された会員本人以外が使用することはできない。 

２．不適切。クレジットカード会社は、加盟する指定信用情報機関を通じて、会員の属性

情報（氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先名等）を閲覧することができるほか、

会員の自社以外のクレジットカードの利用状況を閲覧することもできる。これらの信

用情報を参考資料として、自社の審査基準と照らし合わせて総合的に与信判断を行う。 

３．適切。クレジットカード会社は、利用者とクレジット契約を行う際、その利用者の支

払可能見込額を調査することが原則として義務付けられている。 

４．適切。クレジットカードを使用したキャッシング（無担保借入）は、貸金業法上、総

量規制の対象となり、利用限度額の合計は、原則として、その他の無担保借入残高（他

社も含む）と合算して年収額の 3 分の 1 までとされている。 

 

問題 11 正解 ４ 難易度Ｂ 

１．不適切。保険法では、保険契約者や被保険者の告知義務を、保険会社が告知を求めた

事項に応答する義務として定めており、告知を求められた事項以外に自発的に判断し

て告知することまでは求められていない（保険法第 37 条・第 66 条）。 

２．不適切。保険法では、保険金受取人の変更を、遺言によっても行うことができると定

めている。なお、その遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人がその旨を保険者

に通知しなければ、変更があったことを保険会社に主張することができない（同法第

44 条・第 73 条）。 

３．不適切。傷害疾病定額保険には、傷害保険、医療保険、がん保険、介護保険などがあ

るが、契約の当事者以外の者を被保険者とする傷害疾病定額保険契約は、当該被保険

者の同意がなければその効力を生じない（同法第 67 条）。「被保険者（被保険者の死亡

に関する保険給付にあっては、被保険者又はその相続人）が保険金受取人である場合

は、この限りでない」とのただし書きがあるが、次項で「給付事由が傷害疾病による

死亡のみである傷害疾病定額保険契約については、適用しない」とあり、この設問の
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ケースでは、原則通り、被保険者の同意が必要である。 

４．適切。保険法の規定よりも保険契約者に不利な内容の約款の定めは無効となる。ただ

し、 商法に規定する海上保険契約等、適用除外となる保険契約は除かれる（同法第

41 条・第 65 条・第 70 条・第 94 条）。 

 

問題 12 正解 ２ 難易度Ａ 

１．不適切。低解約返戻金型終身保険は、保険料払込期間中の解約返戻金を抑えることに

よって、割安の保険料設定が可能となっている。保険料払込終了後に解約すると、低

解約返戻金型ではない同条件の終身保険と同じ解約返戻金が支払われる。 

２．適切。養老保険は、被保険者が保険期間中に死亡もしくは高度障害状態になった場合

は死亡もしくは高度障害保険金が支払われ、保険期間満了まで生存した場合は死亡・

高度障害保険金と同額の満期保険金が支払われるものである。 

３．不適切。生存給付金付定期保険の被保険者が死亡した場合、契約で定められた死亡保

険金が支払われ、すでに支払われた生存給付金が差し引かれることはない。 

４．不適切。収入保障保険は、被保険者が死亡した場合に年金形式で死亡保険金が支払わ

れるものだが、希望すれば一括で受け取ることも可能である。その場合、年金形式で

の受取総額よりも、一括で受け取る金額の方が少なくなる。 

 

問題 13 正解 １ 難易度Ａ 

１．適切。変額個人年金保険の保険料は、通常の保険の保険料とは別に、特別勘定として

管理・運用される。その運用実績によって将来の年金額や解約返戻金などが変動する。 

２．不適切。変額個人年金保険では、年金支払開始前に被保険者が死亡した場合、その時

点での運用成果である積立金が死亡給付金として支払われる。ただし、死亡給付金に

は最低保証が設定されることが一般的である。 

３．不適切。個人年金保険（確定年金）では、年金支払開始前に被保険者が死亡した場合、

それまでに払い込んだ保険料相当額の死亡給付金が支払われる。 

４．不適切。外貨建て個人年金保険では、円換算特約を付加することにより、年金や死亡

給付金、解約返戻金等が円で受け取れるが、保険会社が指標として指定する為替レー

トを用いて円に換算するため、為替変動による影響を受ける。 

 

問題 14 正解 ４ 難易度Ａ 

１．適切。保険金受取人が、契約者かあるいは配偶者、その他の親族（6 親等以内の血族と

3 親等以内の姻族）である保険の保険料が、一般の生命保険料控除の対象となる。 

２．適切。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（第二分野については 2 年）以内の保険で保障性商品の引受のみを行う事業として、

「少額短期保険業」が設けられている。少額短期保険業者と締結した保険契約は、生
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命保険料控除の対象とはならない。 

３．適切。個人年金保険料控除の対象となる個人年金保険契約は、以下の条件をすべて満

たし、個人年金保険料税制適格特約が付加された契約である。 

 年金受取人が契約者またはその配偶者のいずれかであること。 

 年金受取人は被保険者と同一人であること。 

 保険料払込期間が 10 年以上であること（一時払は対象外）。 

 年金の種類が確定年金や有期年金の場合、年金受取開始が 60 歳以降で、かつ年金

受取期間が 10 年以上であること。 

４．不適切。所得税における介護医療保険料控除の控除限度額は、4 万円である。 

 

問題 15 正解 １ 難易度Ａ 

１．が適切。 

（ア）法人 

契約者（=保険料負担者）を法人とする養老保険において、死亡保険金受取人・満期保険

金受取人が法人の場合、支払保険料の全額が資産に計上される。 

（イ）福利厚生費 

契約者（=保険料負担者）を法人とする定期保険において、すべての役員・従業員を被保

険者とし、死亡保険金受取人を被保険者の遺族とした場合、支払保険料は福利厚生費とし

て損金に算入することができる。 

 

問題 16 正解 ３ 難易度Ｂ 

住宅建物および家財を対象とする火災保険は、火災（消防による水濡れ・破壊を含む）、

落雷、破裂・爆発、風災、ひょう災、雪災に対して損害保険金が支払われる。 

１．適切。火災保険の家財とは、家具や家電製品などの生活用動産であり、自動車は補償

対象外である。車両保険に加入していれば、火災による自動車の損害も補償される。 

２．適切。隣家の火災のための消化活動により、住宅建物が損害を被った場合、火災保険

の補償対象となる。 

３．不適切。ガス爆発による住宅建物の損害も火災保険の補償対象となる。 

４．適切。落雷により、住宅建物内のテレビが損害を被った場合も火災保険の補償対象と

なる。 

 

問題 17 正解 ４ 難易度Ｂ 

１．適切。国内旅行傷害保険は地震、噴火またはこれらによる津波を原因とするケガは補

償対象外である。なお、海外旅行傷害保険は地震、噴火またはこれらによる津波を原

因とするケガも補償される。 

２．適切。海外旅行（傷害）保険は、被保険者が海外旅行を目的として住居を出発してか
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ら帰着するまでの間に被る可能性のある各種の危険（リスク）を補償する保険である。

したがって、海外旅行の行程中の日本国内で起きた事故によるケガも補償対象となる。 

３．適切。普通傷害保険は、24 時間、国内外を問わず、家庭内、職場内、通勤中、旅行中

などで起こる急激・偶然・外来の事故による傷害に対して保険金が支払われるもので

ある。 

４．不適切。家族傷害保険は、本人・配偶者・その他の親族が補償対象となり、その他親

族には同居親族、別居の未婚の子（いずれも本人または配偶者と同一生計）が含まれ

る。保険期間中に被保険者に子が誕生した場合、同一生計であれば自動的に補償対象

となる。 

 

問題 18 正解 ２ 難易度Ｂ 

１．適切。全従業員を被保険者とする普通傷害保険では、支払った保険料の全額を福利厚

生費として損金算入する。 

２．不適切。契約者が法人である普通傷害保険において、被保険者である従業員が死亡し、

死亡保険金を従業員の遺族が受け取った場合、法人は保険金を受け取っておらず、経

理処理は不要である。 

３．適切。積立火災保険の支払保険料のうち積立部分は資産計上する。満期時に受け取っ

た満期返戻金と契約者配当金の全額を益金に算入し、それまで資産計上していた積立

保険料の累計額は損金に算入する。 

４．適切。法人が有する固定資産の滅失又は損壊により、その滅失又は損壊のあった日か

ら 3 年以内に支払いの確定した一定の保険金等の支払いを受け、その支払いを受けた

事業年度において、代替する同一種類の固定資産を取得した場合、所定の要件に基づ

き圧縮記帳の適用を受けることができる。 

 

問題 19 正解 １ 難易度Ａ 

１．不適切。特定（三大）疾病保障定期保険では、特定疾病保険金が支払われると保険契

約は消滅する。したがって、その後に死亡しても死亡保険金は支払われない。 

２．適切。医療保険では、ケガや疾病の治療を目的とする入院を支払い対象とするため、

正常分娩による入院は支払われない。 

３．適切。先進医療特約では、療養を受けた時点において厚生労働大臣が承認している先

進医療が保障対象となる。 

４．適切。所得補償保険では、病気やケガによる入院や、医師の指示に基づく自宅療養に

より働けなくなった場合に保険金が支払われる。 

 

問題 20 正解 ４ 難易度Ｂ 

１．適切。火災保険では、建物の用途により火災に対する危険度が異なるため、住宅物件、
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一般物件、工場物件および倉庫物件に分類される。一般物件では、店舗建物とその中

に収容している商品が焼失した場合に保険金が支払われる。 

２．適切。生産物賠償責任保険（PL 保険）とは、企業等が製造・販売した商品が原因とな

り、他人の生命や身体を害したり、他人の財物を滅失、破損または汚損し、損害賠償

責任が発生した場合、被害者の治療費や慰謝料といった企業側の損害額を補償する保

険である。 

３．適切。労働災害総合保険は、労働災害が起きたとき、企業が従業員に支払う補償金・

賠償金を補償するもので、労働者災害補償保険（政府労災保険）の上乗せとして、法

定外補償が給付される。 

４．不適切。施設所有（管理）者賠償責任保険は、施設の安全性の維持・管理の不備や、

構造上の欠陥、施設の用法に伴う業務遂行に起因する対人・対物事故について、施設

所有（管理）者の損害賠償責任を補償する保険である。 

  設問のように、設備工事業を営む企業が、従業員がマンションの外壁の工事中に誤っ

て工具を落として通行中の歩行者にケガを負わせた場合に備える保険としては、請負

業者賠償責任保険が適している。 

 

問題 21 正解 １ 難易度Ａ  

１．不適切。海外から日本への投資が活発化すると、円買い需要が増えるため、一般に、

為替相場においては円安要因ではなく、円高要因となる。 

２．適切。消費需要が減退するということは、モノやサービスに対する需要が減少すると

いうことなので、物価の下落要因となる。 

３．適切。日本銀行が、指数連動型上場投資信託（ＥＴＦ）の買入れ「枠」を拡大すると

いうことは、「枠」の拡大分だけ、以前より日本銀行による株式買入れが増えるという

ことなので、日本の株式市場にとって、株価の上昇要因となる。 

４．適切。米国が政策金利を引き上げ、日本との金利差が広がれば、以前より米ドル建て

で資金運用する魅力が高まるということなので、円売り・米ドル買いとなり、円安要

因となる。 

 

問題 22 正解 １ 難易度Ｂ 

１．適切。期日指定定期預金は、据置期間（１年）経過後から最長預入期日（３年）まで

の任意の日を預金者が満期日として指定できる。 

２．不適切。デリバティブを組み込んだ仕組み預金は、一般に、「預金者」ではなく「銀行」

の判断によって満期日を延長できる。銀行の判断によって、満期日を短縮できるとい

うタイプもある。 

３．不適切。貯蓄預金は、普通預金と同じようにお金の出し入れが自由な預金だが、普通

預金と違って、公共料金などの自動支払口座や、給与や年金などの自動受取口座とし
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て利用することはできないという決済性の制限がある。 

４．不適切。大口定期預金は、変動金利型ではなく、預入時の金利が満期まで適用される

固定金利型の預金である。預入金額 1,000 万円以上で設定が可能、という部分は適切

である。 

 

 

問題 23 正解 ４ 難易度Ｂ 

１．適切。投資信託を買い付けた投資家に対する継続的な情報開示として、投資信託委託

会社は運用報告書を作成しなければならない。2014（平成 26）年 12月 1日から、運用

報告書は、運用状況に関する極めて重要な事項を記載した「交付運用報告書」と、よ

り詳細な運用状況等を記載した「運用報告書（全体版）」の２つに、二段階化された。

交付運用報告書は販売会社を通じて書面で投資家に交付することが原則だが、運用報

告書（全体版）は投資信託委託会社のホームページへの掲載が原則である。 

２．適切。運用管理費用（信託報酬）や監査費用は、信託財産から日々控除される費用で

ある。募集・販売手数料のように投資家が直接支払う手数料ではなく、信託財産から

差し引かれていく間接的な負担である。基準価額は、運用管理費用（信託報酬）や監

査費用を差し引いたところで毎日算出されている。 

３．適切。2014（平成 26）年 12 月 1 日以降に投資家が新たに買い付けた投資信託につい

て、年 1 回以上、定期的にトータルリターンを通知する制度が導入された。トータル

リターンの計算式は次のとおり（金額で示され、百分率（％）で示されるものではな

い）。 

   トータルリターン＝（計算基準日における評価金額）＋（累計受取分配金額〈税引

後〉）＋（累計売付金額）－（累計買付金額） 

  通知は、①書面の交付、②ＦＡＸを用いた送信、③電子メールを用いた送信、④ホー

ムページの顧客専用画面（ログイン後の画面）に表示する方法、のいずれかの方法に

より行われる。 

４．不適切。投資信託の評価の仕方には大きく分けて、定量評価と定性評価の２つがある。

定量評価とは、各ファンドのこれまでのさまざまな数値情報を分析して評価する方法

である。定性評価とは、基準価額などの数値情報には直接的には現れてこない運用会

社（投資信託委託会社）の運用体制、運用哲学、ファンドマネージャーの能力などを、

アンケートやインタビューなどを通じて分析し、そのファンドを総合的に評価する方

法である。投資信託の過去のリスクやリターンの実績など、数値情報に基づいて運用

成果を評価する方法は、定性評価ではなく、定量評価である。 

 

問題 24 正解 ４ 難易度Ａ 

１．適切。応募者利回りとは、新規発行時に債券の募集に応募し、償還期限まで保有した
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場合の利回りをいい、計算式は次のとおりである。 

応募者利回り（％）＝
発行価格

償還年限

）－発行価格額面（
表面利率＋

100

×100 

  問題の場合、表面利率 0.1％、発行価格 101.55 円、償還年限 10 年なので、その応募者

利回りは次のとおりとなる。 

   応募者利回り（％）＝
55.101

10

55.101100
1.0

－
＋

×100＝－0.0541…≒－0.054（％） 

２．適切。直接利回りとは、債券への投資金額に対して毎年いくらの利息収入があるかを

見る利回りをいい、計算式は次のとおりである。 

直接利回り（％）＝
買付価格

表面利率
×100 

  問題の場合、表面利率 0.1％、買付価格は新規発行時に購入しているので発行価格の

101.55 円となるので、その直接利回りは次のとおりとなる。 

   直接利回り（％）＝
55.101

1.0
×100＝0.0984…≒0.098（％） 

３．適切。所有期間利回りとは、債券を途中換金した場合の利回りをいい、計算式は次の

とおりである。 

   所有期間利回り（％）＝
買付価格

所有期間

売付価格－買付価格
表面利率＋

×100 

  問題の場合、表面利率 0.1％、売付価格 102 円、買付価格は新規発行時に購入している

ので発行価格の 101.55 円、所有期間３年となるので、その所有期間利回りは次のとお

りとなる。 

   所有期間利回り（％）＝
55.101

3

55.101102
1.0

－
＋

×100＝0.2461…≒0.246（％） 

４．不適切。最終利回りとは、流通市場で取引されている既発債を時価で購入し、償還期

限まで保有した場合の利回りをいい、計算式は次のとおりである。 

最終利回り（％）＝
買付価格

残存年限

）－買付価格額面（
表面利率＋

100

×100 

  問題の場合、表面利率 0.1％、償還年限 10 年の債券を発行から３年後に 102 円で購入

しているので買付価格は 102 円であり、償還期限までの残存年限は７年である。した

がって、その最終利回りは次のとおりとなる。 
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   最終利回り（％）＝
102

7

102100
1.0

－
＋

×100＝－0.1820…％≒－0.182（％） 

  選択肢４の場合、分子の「額面（100）－買付価格」が「買付価格－額面（100）」とな

っており、また分母の買付価格も「102」とすべきところを「100.00」としているので、

誤りである。 

 

問題 25 正解 ２ 難易度Ｂ 

１．不適切。ＰＥＲ（株価収益率）は、企業の利益面に注目する投資指標で、数値が小さ

いほど利益水準と比べて株価は割安、数値が大きいほど利益水準と比べて株価は割高

と判断される。計算式は、「ＰＥＲ（倍）＝株価÷１株当たり純利益＝株式時価総額÷

純利益」である。同規模・同一業種の銘柄間においては、一般に、ＰＥＲの高い銘柄

が、「割安」ではなく「割高」と考えられるので、不適切である。 

２．適切。ＰＢＲ（株価純資産倍率）は、企業の資産価値に注目する投資指標で、数値が

小さいほど資産価値と比べて株価は割安、数値が大きいほど資産価値と比べて株価は

割高と判断される。計算式は、「ＰＢＲ（倍）＝株価÷１株当たり純資産＝株式時価総

額÷自己資本」である。同規模・同一業種の銘柄間においては、一般に、ＰＢＲの高

い銘柄が割高と考えられるので、適切である。 

３．不適切。配当性向は、「株価」ではなく「純利益」に対する年間配当金の割合を示す指

標である。計算式は、「配当性向（％）＝年間配当金（総額）÷純利益×100＝１株当

たり年間配当金÷１株当たり純利益×100」である。ちなみに、「株価」に対する年間

配当金の割合は「配当利回り」である。計算式は、「配当利回り（％）＝１株当たり年

間配当金÷株価×100」である。 

４．不適切。ＲＯＥ（自己資本利益率）は、「総資本」ではなく「自己資本」に対する純利

益の割合を示す指標である。計算式は「ＲＯＥ（％）＝純利益÷自己資本×100＝1 株

当たり純利益÷1 株当たり純資産×100」である。 

    

問題 26 正解 ４ 難易度Ｂ 

１．適切。保有しているユーロ建て債券について、ユーロと円の為替レートが円安方向に

変動すると、為替差益が得られるので、円換算の投資利回りは上昇する。外貨建て商

品の場合、円安になれば為替差益が得られ、円高になれば為替差損を被る。 

２．適切。米ドル建て個人年金保険に加入した後、米ドルと円の為替レートが円高方向に

変動すると、為替差損を被るので、死亡給付金額や年金総額が、当初の円ベースの払

込保険料相当額を下回ることがある。 

３．適切。外貨預金の元本部分の為替差益は雑所得として総合課税の対象となる。ただし、

外貨預金の預入時に、満期時に受け取る外貨を円に換える為替レートを予約する為替



14 

Copyright © 2016 Kindai-Sales.Co.,Ltd.All rights reserved. 

先物予約を締結すると、預入額も満期時の受取額も円建てで確定し、円預金と実質同

じになる。このため、為替差損益を含んだ収益部分に対して、20.315％（所得税・復

興特別所得税 15.315％＋住民税 5％）の源泉分離課税が行われる。つまり、満期時の

為替差益も源泉分離課税の対象となる。 

４．不適切。国内の証券取引所に上場している外国株式を国内委託取引で売買した場合、

取引時間、委託手数料などは国内株式に全て準じている。受渡日も国内株式と同じで、

売買の約定日から起算して、「５営業日目」ではなく「４営業日目」となる。 

 

問題 27 正解 １ 難易度Ｂ  

１．適切。ポートフォリオの期待収益率は、ポートフォリオに組み入れた各資産の期待収

益率に組入れ比率（投資割合）を掛けた加重平均値になる。選択肢１のポートフォリ

オの期待収益率は次のとおり。 

   ポートフォリオの期待収益率＝（Ａ資産の期待収益率×Ａ資産の組入れ比率）＋（Ｂ

資産の期待収益率×Ｂ資産の組入れ比率） 

                ＝（2.5％×0.4）＋（6.0％×0.6）＝4.6％ 

２．不適切。相関係数は、プラス１からマイナス１までの範囲の数値で表される。ポート

フォリオのリスクは、組入れ資産の相関係数が１の場合は、組入れ資産のリスクを組

入れ比率（投資割合）で加重平均した値となり、分散投資の効果（リスクの軽減）は

得られない。しかし、相関係数が１未満の資産を組み入れて運用すると、ポートフォ

リオのリスクは組入れ資産のリスクの加重平均値より低くなり、分散投資の効果が得

られるようになる。相関係数が－１のときに２つの資産同士は負の完全相関、あるい

は逆相関にあるといい、ポートフォリオ組成による分散投資の効果が最大となる。 

３．不適切。ポートフォリオの期待収益率は、組入れ銘柄の期待収益率に組入れ比率（投

資割合）を掛けた加重平均値になる。ポートフォリオの期待収益率が、組入れ銘柄の

期待収益率の加重平均値を上回ることはない。 

４．不適切。個別銘柄あるいはポートフォリオの総リスクは、市場全体の動きに連動する

システマティック・リスク（市場リスク）と、市場に連動しない銘柄固有の非システ

マティック・リスク（非市場リスク）の２つに分けられる。総リスク＝システマティ

ック・リスク＋非システマティック・リスク、と示される。 

分散投資を考える場合、たとえば株式投資において複数の銘柄に分散投資をすれば、

銘柄固有のリスク（＝非システマティック・リスク）は軽減でき、ポートフォリオへ

の組入れ銘柄数を増やすことによって非システマティック・リスクは０に近づけるこ

とができる。しかしどれほど銘柄分散をしたとしても、株式市場全体の動きによる影

響(市場リスク)を除去することはできない。株式市場全体が値下がりすれば、株式ポ

ートフォリオも値下がりしてしまうからである。このように、銘柄分散によって除去

できない、市場全体のリスクの影響を受けるリスクをシステマティック・リスクとい
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う。 

つまり、ポートフォリオへの組入れ銘柄数を増やすことによって、非システマティッ

ク・リスクは０に近づけることができるが、システマティック・リスクを低減させる

ことはできない。したがって、ある資産の中における銘柄分散だけではなく、タイプ

の異なる資産への分散、すなわちアセット・アロケーション(資産配分)をよく考慮す

る必要がある。 

 

問題 28 正解 ２ 難易度Ａ 

１．不適切。ＮＩＳＡ口座の対象商品は、上場株式、上場投資信託（ＥＴＦ）、上場不動産

投資信託（Ｊ－ＲＥＩＴ）、公募株式投資信託などであり、国債や社債などの公社債、

公社債投資信託などは対象外である。 

２．適切。ＮＩＳＡ口座の平成 28 年分の非課税枠は年間 120 万円までだが、その年 12 月

末までに使わなかったＮＩＳＡ口座の非課税枠（未使用分）を、翌年以降に繰り越す

ことはできない。 

３．不適切。ＮＩＳＡ口座における譲渡損失は、所得税および住民税の計算上なかったも

のと見なされる。このため、課税口座（特定口座や一般口座）における上場株式等の

配当金等や譲渡益と損益を通算することはできず、損失の繰越控除もできない。 

４．不適切。ＮＩＳＡ口座では、最長「３年間」ではなく、最長「５年間」、非課税で運用

できる。 

 

問題 29 正解 ３ 難易度Ｂ 

１．適切。「無利息」「要求払い」「決済サービスを提供できること」という３要件を満たす

預金を決済用預金という。決済用預金は、一般預金等とは別枠で、その全額が預金保

険制度による保護の対象となっている。具体的には、当座預金、無利息（金利がゼロ％）

の普通預金などが決済用預金に該当している。 

２．適切。ＪＡバンクとは、農業協同組合（ＪＡ）が行っている貯金・ローン・為替など

の金融サービス（信用事業）を指す。信用事業を行っている農水産業協同組合は、貯

金保険制度（農水産業協同組合貯金保険制度）に加入することが義務付けられている。

「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という３要件を満たす決済用

貯金は全額保護、決済用貯金に該当しない一般貯金等は定額保護(１農水産業協同組合

ごとに貯金者１人当たり元本 1,000万円までとその利息等が保護)となっている。 

３．不適切。一般顧客が証券会社へ預けた有価証券等は顧客資産と呼ばれる。破綻した証

券会社が預かっていた顧客資産のうち、円滑な返還が困難であると投資者保護基金が

認めるものが、投資者保護基金による補償対象（補償対象債権）となる。補償支払い

額は、補償対象債権の額から、①補償対象債権のうち担保権の目的として提供してい

るものと、②破綻証券会社に対して顧客が負っていた債務（借入れなど）を控除した
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金額となり、１顧客あたり、「1,500 万円」ではなく、「1,000 万円」を限度として補償

される。 

４．適切。生命保険契約者保護機構の補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特

別勘定に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、高予定利率契約を除き、破

綻時点の責任準備金等の 90%まで補償される。なお、運用実績連動型保険契約の特定

特別勘定に係る部分とは、特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち、運用

結果に基づき支払われる保険金等の全てについて最低保証（最低死亡保険金保証、最

低年金原資保証等）の付されていない保険契約に係る特別勘定を指す。更生手続にお

いては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能

である（実際に削減しないか否かは、個別の更生手続きの中で確定される）。 

 

問題 30 正解 ４ 難易度Ｂ 

１．不適切。金融商品販売法上の「金融商品の販売」は法第２条で定められているが、金

地金の販売に関する契約の締結は、「金融商品の販売」には該当しない。 

２．不適切。金融商品販売法では、「元本欠損額」が損害額として推定されるので、顧客が

損害額を立証する責任はない。 

３．不適切。消費者契約法は、事業者に比べ不利な立場にある消費者（個人）を保護する

ために制定されたが、保護の対象となる「消費者」からは、事業として、または事業

のために契約の当事者となる個人は除かれている。 

４．適切。消費者契約法では、消費者を保護するために、事業者の一定の行為によって消

費者が誤認し、または困惑した場合について、契約の申込みまたはその承諾の意思表

示の取り消しができることが定められている。 

 

問題 31 正解 １ 難易度Ａ 

１．給与所得者の通勤手当のうち月額 15 万円（平成 27 年までは 10 万円）までの金額は非

課税所得となる。所得税では、社会政策上の配慮や二重課税の排除などの趣旨から、

特定の所得については非課税所得としている。月額 15 万円までの通勤手当のほか、遺

族年金や障害年金、雇用保険の基本手当、身体の傷害に起因して支払われる保険金、

宝くじの当選金などは、非課税である。なお、公社債の売却益も非課税であったが、

平成 28 年 1 月 1 日以後は、上場株式と同様 20.315％の申告分離課税となっている。 

２．会社員が、定年退職により会社から受け取った退職一時金は、退職所得となる。 

３．年金受給者が、受け取った老齢基礎年金は、雑所得（公的年金等控除の適用あり）と

なる。 

４．賃貸不動産の賃貸人である個人が、賃借人から受け取った家賃は、不動産所得となる。 

 

問題 32 正解 ４ 難易度Ａ 
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１．適切。平成 28 年 1 月 1 日以後に支払われる特定公社債等（国債、地方債、外国国債、

公募公社債、上場公社債など）に係る利子等は、20.315％（所得税 15.315％、地方税

5％）の申告分離課税の対象とされる（申告不要可）。なお、平成 27 年以前は、源泉分

離課税の取扱いであった。 

２．適切。上場株式等に係る配当等（一定の大口株主等が受けるものを除く）については、

①確定申告し総合課税とするのが原則であるが、②申告分離課税で確定申告する、③

配当受取時の源泉徴収で終了し申告不要とする、のいずれかを選択することができる。

それぞれの取り扱いについては、次のようになっている。 

  総合課税 申告分離課税 申告不要 

税率 累進税率 所得税 15.315％、地方税 5％ 

上場株式の譲渡損失との損益通算 × ○ × 

配当控除 ○ × × 

３．適切。退職所得は、その金額の多寡にかかわらず、分離課税の対象とされる。 

４．不適切。アパート経営の賃貸収入に係る所得は、その賃貸が事業的規模かどうかに関

係なく不動産所得となり、総合課税の対象とされる。 

 

問題 33 正解 ２ 難易度Ｂ 

＊ 総所得金額の計算にあたって、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得（「ふ・じ・

さん・じょう」と覚えると良い）の金額に損失がある場合、他の所得と損益通算する

ことができる。なお、一部例外があり、不動産所得の金額の損失のうち土地等を取得

するために要した負債の利子に相当する部分やゴルフ会員権の譲渡損失などは損益通

算の対象とならない。 

＊ 設問の場合、事業所得の損失は損益通算できるが、雑誌所得の損失は損益通算できな

い。したがって、総所得金額は次のようになる。 

150 万円（不動産所得の金額）＋300 万円（給与所得の金額）－200 万円（事業所得の

損失）＝250 万円（総所得金額） 

 

問題 34 正解 ３ 難易度Ｂ 

１．適切。医療費控除の控除額は、「支払い医療費－（保険金などで補填される金額）－（10

万円か総所得金額等の 5％かいずれか低い方の金額）」で計算されるが、控除限度額は

200 万円である。 

２．適切。寡夫控除は、男性の納税者が所得税法上の寡夫に当てはまる場合に受けられる

所得控除で、控除額は 27 万円である。寡夫とは、①合計所得金額が 500 万円以下、② 

妻と死別し、もしくは離婚した後婚姻をしていないこと又は妻の生死が明らかでない

一定の人であること、③生計を一にする子（総所得金額等が 38 万円以下）がいること、

の 3 つの要件のすべてに当てはまる人である。 
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３．不適切。納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、特定寄附金を支

出した場合には、寄附金控除の適用を受けることができるが、控除額は、次の算式に

よる。 

次のいずれか低い金額－2,000 円＝寄附金控除額 

イ．その年に支出した特定寄附金の額の合計額 

ロ．その年の総所得金額等の 40％相当額 

４．適切。配偶者特別控除は、納税者の合計所得金額が 1,000 万円以下で、配偶者の合計

所得金額が 38 万円超 76 万円未満の場合に適用を受けられる。なお、配偶者控除は、

納税者の所得金額の多寡に関係なく、配偶者の合計所得金額が 38 万円以下の場合に適

用を受けられる。 

 

問題 35 正解 ３ 難易度Ｂ 

１．適切。住宅借入金等特別控除（以下、住宅ローン控除）とは、居住者が住宅ローン等

を利用して、マイホームの新築、取得又は増改築等をし、一定の要件を満たす場合に

最長 10 年間にわたって適用を受けられる税額控除である。控除額は「年末借入金残高

（最高限度がある）×控除率」で計算されるが、住宅用家屋とともにその敷地である

土地を取得した場合には、その土地の取得に係る借入金額も住宅ローン控除の対象と

なる借入金額に含めることができる。年末借入金残高の上限及び控除率は、入居した

年月が平成 26 年 4 月～平成 31 年 6 月の場合は、次のようになる。   

 年末借入金残高 控除率 

一般住宅の場合 4,000 万円 
1.0％ 

認定住宅（注）の場合 5,000 万円 

 （注）認定住宅：「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」「都市の低炭素化の促進に

関する法律」に規定する住宅。 

２．適切。給与所得者が新築住宅を取得し、住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、

最初の年分については、確定申告をしなければならない。2 年目以降は、年末調整で適

用を受けることができる。 

３．不適切。住宅ローン控除の適用を受けるためには、その対象となる家屋を新築又は取

得の日から 6 ヵ月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の 12 月 31 日まで引き続

いて住んでいることが要件である。 

４．住宅ローン控除の適用を受けるためには、納税者のその年分の合計所得金額が 3,000

万円以下なければならない。なお、合計所得金額が 3,000 万円を超えて住宅ローン控

除の適用を受けることができない年があっても、翌年以降、合計所得金額が 3,000 万

円以下になる年については、住宅ローン控除の適用を受けることができる。 

 

問題 36 正解 ２ 難易度Ｂ 
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１．適切。青色申告ができる人は、不動産所得、事業所得、山林所得（「ふ・じ・さん」と

覚えるとよい）のある人である。 

２．不適切。新たに青色申告の申請をする人は、その年の 1 月 16 日以後に新規に業務を開

始した場合は 2 ヵ月以内（1 月 15 日以前の新規開業はその年の 3 月 15 日まで）に「青

色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければなら

ない。 

３．適切。青色申告の特典である 65 万円の青色申告特別控除の適用を受けるためには、取

引の内容を正規の簿記の原則に従って記録し、かつ、それに基づき作成された貸借対

照表や損益計算書などを添付した確定申告書を申告期限内に提出しなければならない。

なお、期限後申告であっても最高 10 万円の青色申告特別控除の適用を受けることはで

きる。 

４．適切。青色申告者は、総勘定元帳その他一定の帳簿を起算日から７年間、住所地もし

くは居所地または事業所等に保存しなければならない。 

 

問題 37 正解 ３ 難易度Ｂ 

１．法人住民税や法人税は、損金の額に算入されない。なお、固定資産税や都市計画税、

事業税、不動産取得税などは、損金の額に算入される。 

２．４．懲罰的な税金や罰金(延滞金、重加算税、過少申告加算税、交通反則金、印紙税の

過怠税など)は、損金の額に算入されない。 

３．減価償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額は、損金

の額に算入される。 

 

問題 38 正解 ２ 難易度Ｂ 

１．適切。事業者のうち、その基準期間（個人事業者は課税期間の前々年、法人は課税期

間の前々年度）における課税売上高が 1,000 万円以下である者は、原則として免税事

業者に該当するが、基準期間の課税売上高が 1,000 万円以下であっても、特定期間（原

則として前事業年度の前半 6 ヵ月間）の給与等支払額の合計額および課税売上高がい

ずれも 1,000 万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。 

２．不適切。消費税の納付税額は、通常は「課税売上げ等に係る消費税額－課税仕入れ等

に係る消費税額」で計算されるが、その課税期間の基準期間における課税売上高が

5,000 万円以下で、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を事前に提出している事業

者は、実際の課税仕入れ等の税額を計算することなく、課税売上高に業種（第 1 種事

業～第 6 種事業）に応じて定められたみなし仕入れ率（90％～40％）を乗じて仕入れ

に係る消費税額を計算することができる。なお、簡易課税制度に従業員数は関係ない。 

３．適切。課税売上げに係る消費税額から控除する課税仕入れ等に係る消費税額の計算方

法は、①課税期間中の課税売上高が 5 億円以下で、かつ、課税売上割合が 95％以上で
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あるか、②課税期間中の課税売上高が 5 億円超又は 95％未満であるかにより異なる（簡

易課税制度の場合の計算については、上記２．を参照）。 

  ①課税期間中の課税売上高が 5 億円以下、かつ、課税売上割合が 95％以上の場合は、 

課税期間中の課税売上げに係る消費税額から、その課税期間中の課税仕入れ等に係

る消費税額の全額を控除する。 

②課税期間中の課税売上高が 5 億円超又は課税売上割合が 95％未満の場合は、課税仕

入れ等に係る消費税額の全額を控除するのではなく、課税売上げに対応する部分の

みを控除する。 

４．適切。個人の課税事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年 3 月 31

日までに納税地の所轄税務署長へ提出しなければならない。 

 

問題 39 正解 ４ 難易度Ｂ 

１．適切。会社が役員に対して退職給与を支給した場合には、不相当に高額な部分の金額

など一定のものを除き損金の額に算入される。 

２．適切。役員が会社に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合、役員については原則

として所得税は課されない。 

３．適切。役員が個人で所有する土地を会社に譲渡した場合に、その譲渡対価が適正な時

価の 2 分の 1 未満であったときは、役員は適正な時価相当額で譲渡したものとみなさ

れ譲渡所得の計算を行う。一方、会社は、時価と譲渡価額の差額を受贈益として益金

の額に算入する。 

売り手 買い手 形態 売却金額 売り手の課税 買い手の課税 

役員 会社 低額譲渡 時価×1／2

以上 

役員：通常 会社：時価－譲受（購入）金

額＝受贈益 

役員 会社 低額譲渡 時価×1／2

未満 

役員：みなし譲渡（時価課

税）  

会社：時価－譲受（購入）金

額＝受贈益 

役員 会社 高額譲渡 時価以上 役員：売却金額－時価＝給

与所得   

会社：譲受（購入）金額－時

価＝役員賞与 

会社 役員 低額譲渡 時価未満 会社：時価－売却金額＝役

員賞与   

個人：時価－譲受（購入）金

額＝給与所得 

会社 役員 高額譲渡 時価以上 会社：売却金額－時価＝受

贈益   

個人：通常 

 

４．不適切。会社が所有する社宅に役員が無償で居住している場合、所定の方法により計

算した賃貸料に相当する金額(経済的利益)が、役員の給与所得の収入金額に算入され

る。 
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問題 40 正解 １ 難易Ａ 

１．不適切。設問の「企業の一会計期間における経営成績を示す決算書であり、企業の経

営成績について収益と費用とを対比して、その差額として利益を示す財務諸表」は、

損益計算書である。 

貸借対照表は、一定時点における企業の資産、負債および純資産の状態を示す財務諸

表の一つである。資産の合計額と負債・純資産の合計額は一致するので、バランスシ

ートともいう。 

２．３．４．適切。記述の通りである。  

 

問題 41 正解 ２ 難易度Ｂ 

１．適切。不動産の所有権の取得は、登記をしなければ、第三者に対抗することができな

い。なお、不動産登記には対抗力はあるが、公信力はない。公信力とは、登記事項を

信頼して取引した者は保護されるという効力である。したがって、登記記録を信頼し

て不動産を取得したが、記載されていた登記名義人が真実の権利者ではなかったとい

う場合、当該不動産に対する権利が保護されるとは限らない。 

２．所有権移転の仮登記がされた不動産であっても、抵当権設定登記をすることは可能で

ある。仮登記とは、本登記をするのに必要な形式的要件や実質的要件が揃っていない

場合に、将来要件が揃って本登記した場合の順位を確保するために、予めしておく登

記で、順位保全の効力はあるが、本登記が持っている対抗力はない。 

３．適切。登記記録の権利部は甲区と乙区に区分され，甲区には所有権に関する事項が，

乙区には所有権以外の権利に関する事項がそれぞれ記録される。したがって、抵当権

設定登記の登記記録は、権利部乙区に記録され、登記事項として債権額や抵当権者の

氏名または名称などが記録される。 

４．適切。権利に関する登記の抹消は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、

当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。 

 

問題 42 正解 １ 難易度Ｂ 

１．不適切。アパートの所有者が、そのアパートの賃貸を自ら業として行う場合、宅地建

物取引業の免許は不要である。宅地建物取引業とは、次の○印の行為をいう。 

 売買 交換 貸借 

自ら業として行う ○ ○ × 

代理を業として行う ○ ○ ○ 

媒介を業として行う ○ ○ ○ 

２．適切。宅地建物取引業法第 35 条では、宅地建物取引業者は、宅地・建物の売買等の相

手方等に対して、契約が成立するまでの間に、登記簿に記載された事項や法令上の制

限などの重要事項を説明しなければならないと定めている。重要事項の説明は、宅地
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建物取引士が書面で行うものとし、説明をするときは、説明の相手方に対し、宅地建

物取引士証を提示しなければならない。 

３．適切。宅地建物取引業法第 39 条では、宅地建物取引業者が自ら売主となり、宅地建物

取引業者でない買主と宅地の売買契約を締結する場合、売買代金の 2 割を超える手付

を受領してはならないと定めている。 

４．適切。宅地建物取引業者が宅地の売買の媒介に関して受け取る報酬の額は、国土交通

大臣の定める額を超えてはならない。具体的には、依頼者の一方から受領できる報酬

限度額が次のように決められている。 

売買代金 報酬限度額（消費税除く） 

200 万円以下 売買代金×5％ 

200 万円超 400 万円以下 売買代金×4％＋2 万円 

400 万円超 売買代金×3％＋6 万円 

 

問題 43 正解 ３ 難易度Ｂ 

１．不適切。民法では、売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、売主に瑕疵担保責任

を負わせているので、売買の目的物に通常の取引上の注意を払っても発見できないよ

うな欠陥（瑕疵）があった場合、売主はその瑕疵について無過失であっても責任を負

わなければならない。買主には、立証責任はない。 

２．不適切。瑕疵担保責任に基づく権利として、買主は売主に対して損害賠償や契約の解

除の請求ができる。民法では、これらの権利の行使は、買主が隠れた瑕疵の事実を知

ってから 1 年以内にしなければならないと定めている。 

なお、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 年というのは、

売主にとってかなり厳しい規定であるので、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。 

ただし、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．適切。売買契約に売主が瑕疵担保責任を負わない旨の特約があったとしても、売主が

知りながら買主に告げなかった瑕疵については、瑕疵担保責任を負わなければならな

い。 

４．不適切。売買契約を媒介した宅地建物取引業者（媒介業者）は、宅地建物取引業法に

基づく調査義務や重要事項説明責任はあっても、瑕疵担保責任については売主と異な

り責任を負うことはない。 

 

問題 44 正解 ４ 難易度Ｂ 
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１．不適切。普通借家契約では、当事者が存続期間を定めた場合には、原則として、その

合意に従うが、期間を 1 年未満とする建物の賃貸借は，期間の定めがない建物の賃貸

借とみなされる（借地借家法第 29 条）。なお、定期借家契約では、1 年未満の契約も可。 

２．不適切。期間の定めのない普通借家契約の場合、いつでも賃貸人･賃借人いずれからも

解約の申し入れができる。ただし、賃借人からの解約申し入れの場合、契約で特約を

定めていないときは、民法上 3 ヵ月の猶予期間が必要とされているので、当該契約は

解約の申入れの日から 3 ヵ月経過後に終了する（民法 617 条）。他方、賃貸人からの解

約申し入れには 6 ヵ月間の猶予期間が必要であるので、当該契約は解約の申入れの日

から 6 ヵ月経過後に終了する（借地借家法 27 条）。また、賃貸人からの解約申し入れ

には正当事由が必要である（同 28 条）。 

３．不適切。定期借家契約において、建物の賃貸人の承諾を得て賃借人が設置したエアコ

ンなどの造作について、契約終了時に賃借人が賃貸人にその買取りを請求することが

できるが（造作買取請求権）、この造作買取請求権を放棄させる特約を定めることはで

きる。 

４．適切。定期借家契約は、期間の定めのある借家契約で、賃貸人と賃借人が双方で合意

して解約しない限り、原則として中途解約することができない。しかし、床面積が 200

㎡未満の居住用の定期借家で、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情が

ある場合において、賃借人が賃借建物を自己の生活の本拠として使用することが困難

となったときは、解約の申入れをすることができる。なお、借家人が、この解約の申

し入れをすると、その申し入れの日から 1 ヵ月経過した日に定期借家契約が終了する。 

 

問題 45 正解 ３ 難易度Ｂ 

１．適切。地方公共団体は、建築物の用途または規模の特殊性により必要があると認める

ときは、条例によって、建築物の敷地と道路との関係についての制限を付加すること

ができる。 

２．適切。建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合、原則として、その全部について、

防火地域の規制が適用される。 

 建築基準法の分野では、敷地が 2 つの地域にまたがる場合の取り扱いについて、よく

出題されているので、下記の場合について覚えておきたい。 

用途地域が異なる地域にまたがる場合 過半の属する用途地域の規定を適用 

建ぺい率･容積率が異なる地域にまたがる場合 加重平均する 

防火地域と準防火地域にまたがる場合 防火地域の規定を適用 

３．不適切。建ぺい率が 80％以外の地域で、かつ防火地域内にある耐火建築物については、

建ぺい率が 10％緩和されるので、設問の場合（指定建ぺい率 60％）は、建ぺい率 70％

となる。なお、建ぺい率が 80％の地域内で、かつ防火地域内にある耐火建築物につい

ては、建ぺい率の制限が適用されない（建ぺい率 100％）。 
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４．適切。住居系用途地域内の建築物で、かつ前面道路の幅員が 12ｍ未満の場合、原則と

して、「都市計画で定められた容積率」と「当該道路幅員（ｍ）に 4／10 を乗じて得た

数値」のいずれか低い方の数値が当該建築物の容積率の上限となる。例えば、前面道

路が 6m、都市計画で定められた容積率が 300％の場合、6×4／10＝240％＜300％な

ので、240％が容積率となる。なお、住居系以外の用途地域では、4／10 が 6／10 とな

る。 

 

問題 46 正解 ３ 難易度Ｂ 

＊ 農地法に関しては、次の要点を覚えておきたい。 

＜農地法の概要＞ 

 3条申請 4条申請 5条申請 

目的 農地を農地として所有権

を移転、賃借権等を設定 

農地を宅地等に転用 農地を宅地等に転用する

目的で所有権を移転 

許可権者 原則：農業委員会 原則：都道府県知事 原則：都道府県知事 

備考 相続による取得の場合は

許可不要 

市街化区域内の農地については、農業委員会への届

出でよく、許可不要 

 

１．適切。市街化区域内の農地を農地として売買する場合には、原則として、農業委員会

の許可が必要である。 

２．適切。市街化区域内の農地を宅地に転用する場合には、あらかじめ農業委員会へ届け

出れば、都道府県知事等の許可は不要である。 

３．不適切。市街化区域内の農地を宅地への転用目的で売買する場合には、あらかじめ農

業委員会に届け出れば、都道府県知事等の許可は不要である。 

４．適切。市街化区域内の農地については、宅地等に転用する場合には、農業委員会への

届け出でよいが、耕作のための賃借権を設定する場合には、原則として、農業委員会

の許可が必要である。 

   

問題 47 正解 ３ 難易度Ｂ 

１．不適切。敷地利用権は、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利であり、

その権利としては、所有権のほか地上権、賃借権などがある。なお、敷地利用権が数

人で有する所有権その他の権利（地上権、賃借権）である場合には、区分所有者は、

その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することがで

きないが、規約に別段の定めがあるときは、この限りでないとしている（区分所有法

第 22 条）。 

２．不適切。区分所有法では、「占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法

につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う」
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（第 38 条）とされており、区分所有者が負うすべての義務と同一の義務ではない。 

３．適切。管理者は、少なくとも毎年１回、集会を招集しなければならない（同法第 34 条

2 項）。 

４．不適切。建物を取り壊し、かつ、新たな建物を建築する旨の建替え決議は、集会にお

いて、区分所有者および議決権の各 5 分の 4 上の賛成によりすることができる（同法

第 62 条）。 

 

問題 48 正解 ２ 難易度Ｂ 

１．不適切。譲渡所得の金額は、「譲渡収入金額－（取得費＋譲渡費用）－特別控除額」で

計算されるが、取得費が不明または実際の取得費が譲渡収入金額の 5％相当額を下回る

場合には、譲渡収入金額の 5％相当額を取得費とすることができる。 

２．適切。譲渡所得の金額の計算上、貸家を譲渡するために借家人に支払った立退料は、

譲渡費用に含まれる。 

３．不適切。土地建物等の譲渡に係る所得については、その土地建物等を譲渡した日の属

する年の 1 月 1 日現在で、所有期間が 5 年以下の場合には短期譲渡所得、5 年を超える

場合には長期譲渡所得に区分され、適用される税率が異なっている。また、居住用財

産で同 10 年超なら「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例（軽減税

率の特例）」を受けることができる。それぞれの税率は次の通り。   

 課税譲渡所得金額 所得税 住民税 

短期譲渡 － 30％（30.63％） 9％ 

長期譲渡 － 15％（15.315％） 5％ 

10 年超所有の居住用財産 

の譲渡（軽減税率） 

6,000 万円以下の部分 

6,000 万円超の部分  

10％（10.21％） 

15％（15.315％） 

4％ 

5％ 

（注）カッコ内は、復興特別所得税（基準所得税額×2.1％）を加算した税率 

４．不適切。長期譲渡所得の場合、上記のように、課税長期譲渡所得金額に対し、所得税

（復興特別所得税を含む）15.315％、住民税 5％の税率で課税される。 

 

問題 49 正解 ３ 難易度Ｂ 

１．適切。「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」は、譲渡資産

の譲渡対価の額が 1億円以下であること、譲渡した人の居住期間が 10 年以上で、かつ、

譲渡した年の 1 月 1 日において譲渡した家屋やその敷地の所有期間がともに 10 年を超

えるものであることなどの要件を満たした場合に適用を受けることができる。この特

例は、特定の居住用財産（マイホーム）を、平成 29 年 12 月 31 日までに売って、代わ

りのマイホームに買い換えたときは、一定の要件のもと、譲渡益に対する課税を将来

に繰り延べることができる特例である（買換えたマイホームの取得金額の方が大きけ

れば課税されないしくみ。ただし、譲渡益が非課税となるわけではない）。 



26 

Copyright © 2016 Kindai-Sales.Co.,Ltd.All rights reserved. 

２．適切。「居住用財産の譲渡所得の特別控除」（居住用財産を譲渡した場合の 3,000 万円

の特別控除）は、配偶者に対して譲渡した場合には適用されない。 

３．不適切。「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」（軽減税率の特例）

による軽減税率（所得税（復興特別所得税を含む）10.21％、住民税 4％の税率）は、

課税長期譲渡所得金額のうち 6,000 万円以下の部分の金額について適用される（上記

問題 48 参照）。 

４．適切。「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」（相続税の取得費加算の特例）とは、

相続した財産を譲渡した場合に、相続税額のうち一定の額を譲渡所得の計算上、取得

費に加算できる特例であるが、この特例の適用を受けるためには、相続または遺贈に

より取得した財産を、当該相続の開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日

以後 3 年を経過するまで（つまり相続開始日から 3 年 10 ヵ月以内）に譲渡しなければ

ならない。 

 

問題 50 正解 ３ 難易度Ｂ 

１．適切。等価交換方式とは、土地所有者が提供する土地の価額とデベロッパーが建築す

る建物の建築費との割合で、建物の完成後の土地と建物に関する権利をそれぞれが取

得する土地活用法である。土地所有者は、建物の建設資金を負担することなく、出資

割合に応じて、建設された建物の一部を取得することができる。 

２．適切。等価交換方式では、所有権を有する土地だけでなく、借地権や底地であっても、

等価交換の対象となる。 

３．不適切。「特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例」の適用を受ける

と、譲渡益の一部に対する課税を将来に繰り延べることができるが、譲渡所得すべて

に対して課税されないわけではない。具体的には、譲渡価額より買い換えた金額（取

得価額）の方が多いときは、譲渡価額に 20％の割合（課税割合）を掛けた額を収入金

額として譲渡所得の計算を行う。譲渡価額より買い換えた金額の方が少ないときは、

その差額と買い換えた金額に課税割合を掛けた額との合計額を収入金額として譲渡所

得の計算を行うというものである。 

４．適切。等価交換方式では、建物建設事業に必要な業務をデベロッパーに任せることが

できるため、土地所有者にかかる当該業務負担が軽減される。 

 

問題 51 正解 １ 難易度Ｂ 

１．不適切。贈与契約は、書面でも口頭でもできるが、「書面によらない贈与は、各当事者

が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない」

（民法 550 条）とされている。しかし、書面による場合は、履行されている・されて

いないにかかわらず各当事者が一方的に撤回することすることができない。 

２．適切。贈与とは、書面によらないものであっても、「当事者の一方が自己の財産を無償
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で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ず

る」（民法 549 条）諾成契約である。 

３．適切。民法 551 条 1 項では、贈与者の担保責任について、「贈与者は、贈与の目的であ

る物又は権利の瑕疵又は不存在について、その責任を負わない。ただし、贈与者がそ

の瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかったときは、この限りでない」とし

て、贈与者は原則として瑕疵担保責任を負わないこととしているが、同条 2 項では「負

担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任

を負う」としている。負担付贈与とは、例えば、不動産を贈与するに当たり借入金の

一部を負担させるなど、財産の贈与を受けた受贈者に一定の義務を負わせるような贈

与である。 

４．適切。負担付贈与では、受贈者がその負担である義務を履行しない場合において、贈

与者が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、贈

与者は、当該贈与の契約の解除をすることができる。 

 

問題 52 正解 ３ 難易度Ａ 

＊ 保険契約と死亡保険金の課税関係をまとめると次のようになる。 

契約者 被保険者 受取人 税金の種類 

A A 相続人 相続税（非課税枠あり） 

A A 相続人以外の人 相続税（非課税枠なし） 

A B A 所得税（一時所得） 

A B C 贈与税 

１．不適切。生命保険契約Ａに基づき子が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象と

なる。 

２．不適切。生命保険契約Ｂに基づき子が受け取った死亡保険金は、所得税の課税対象と

なる。 

３．適切。生命保険契約Ｃに基づき子が受け取った死亡保険金は、贈与税の課税対象とな

る。 

４．不適切。３．を参照 

 

問題 53 正解 ２ 難易度Ｂ 

１．不適切。贈与税の配偶者控除は、婚姻期間 20 年以上の配偶者から居住用財産の贈与を

受けた場合、基礎控除 110 万円とは別枠で最高 2,000 万円の控除を受けられる特例で、

合計 2,110 万円まで無税で贈与できる。 

２．適切。相続時精算課税の制度は、原則として 60 歳以上の父母又は祖父母から、20 歳以

上の推定相続人である子又は孫に対して財産を贈与した場合に選択できる贈与税の制

度で、この制度を選択すると、その選択に係る贈与者からの贈与については、暦年課
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税（基礎控除 110 万円）へ変更することはできなくなる。 

父母又は祖父母それぞれからの贈与について、相続時精算課税を選択できるので、父

からの贈与に相続時精算課税制度を選択している者であっても、母からの贈与につい

ては、暦年課税の適用を受けて贈与税の申告をすることができる。 

  ＜相続時精算課税制度における税額計算＞ 

  ①贈与税額の計算 

   贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる特別控除額（累計で2,500

万円）を控除した後の金額に、一律20％の税率を乗じて計算する。 

  ②相続税額の計算 

   相続時精算課税に係る贈与者が亡くなった時に、相続時精算課税の適用を受けた贈

与財産の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に

納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出する。その際、相続税額か

ら控除しきれない贈与税相当額については、還付を受けることができる。 

３．不適切。相続時精算課税制度と「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」（下記参照）は併用して適用を受けることができる。両制度を併用し

た場合、最高 2,500 万円＋700 万円（一般住宅の場合）＝3,200 万円まで無税で贈与で

きる。 

４．不適切。「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」「直系

尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」（下記参照）「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」（下記参照）および「相

続時精算課税制度または暦年課税（基礎控除 110 万円）」は、それぞれ併用して適用を

受けることができる。 

 

＜直系尊属からの住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税＞ 

期 間 平成 31 年 6 月 30 日までの贈与 

贈与者 直系尊属（父母、祖父母など） 

受贈者 20 歳以上で、合計所得金額が 2,000 万円以下の子、孫など 

贈与財産 居住用家屋の取得等に当てるための金銭 

面積要件 50 ㎡以上 240 ㎡以下 

非課税金額 

（注 1） 

契約締結期間 良質な住宅（注 2） 左記以外の住宅 

平成 28 年 1 月～ 

平成 29 年 9 月 
1,200 万円 700 万円 

（注 1）住宅を消費税 10％で取得した場合を除く。 

（注 2）良質な住宅：①省エネルギー制の高い住宅、②耐震性の高い住宅、③バリアフリー

制の高い住宅。 
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（注 3）相続時精算課税制度との併用可。 

＜直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税＞ 

期 間 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、孫など 

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 

終了時 
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 

贈与者の死亡 贈与者が死亡した場合、残額は相続税の課税対象となる 

＜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＞ 

期 間 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、孫など 

非課税金額 
受贈者ごとに 1,500 万円（注）まで非課税 

（注）学校等以外のものに支払われたものについては 500 万円が限度 

終了時 

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 

贈与者の死亡 贈与者が死亡した場合、残額は相続税の課税対象とならない 

 

問題 54 正解 ４ 難易度Ｂ 

１．不適切。父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹（半血兄弟姉妹）の相続分は、父母の

双方を同じくする兄弟姉妹（全血兄弟姉妹）の相続分の 2分の 1 となる（民法 900 条 4

号）。 

  例えば、次のケースでみると、相続分は、被相続人Ａの配偶者Ｂは 3／4，全血兄弟Ｃ

は 1／4×2／3＝1／6、半血兄弟Ｄは 1／4×1／3＝1／12 となる。 

        （再婚）        （離婚･死別） 

母               父        前妻 

（すでに死亡）        （すでに死亡） 

     

 被相続人Ａ＝配偶者Ｂ 全血兄弟Ｃ   半血兄弟Ｄ 

   （子はいない） 
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２．不適切。従来、民法では、嫡出でない子（法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれ

た子）の相続分は、嫡出子の 2 分の 1 としていたが、平成 25 年に民法の一部を改正す

る法律が成立し，嫡出でない子の相続分が嫡出子の相続分と同等になった。 

３．不適切。民法では、相続の放棄をした場合には、はじめから相続人ではない取扱いに

なるため、相続放棄した人の子は代襲相続することができない。 

４．適切。兄弟姉妹の子（被相続人の甥･姪）は、代襲相続することができる。なお、相続

人が子である場合には、代襲相続は被相続人の孫、孫もすでに死亡しているときはひ

孫･･･と続くが、相続人が兄弟姉妹の場合には、代襲相続は甥･姪までである。 

 

問題 55 正解 ２ 難易度Ｂ 

１．適切。自筆証書遺言は、遺言者自身が遺言書の全文、日付および氏名を自書し押印す

ることによって成立するものであり、ワープロやパソコンにより作成したものは無効

となる。 

２．不適切。公正証書遺言の作成時には証人２人以上の立ち会いが必要であるが、推定相

続人（相続人になると思われる者）、受遺者（遺贈を受ける者）及びこれらの者の配偶

者ならびに直系血族、未成年者は、証人として立ち会うことはできない。 

３．適切。遺言は、いつでも、公正証書遺言や自筆証書遺言などの遺言の方式に従って、

その全部または一部を撤回することができる。なお、先に作成した遺言と同じ形式で

ある必要はないので、公正証書による遺言を自筆証書遺言など他の遺言で撤回しても

よい。 

４．適切。遺言による相続分の指定または遺贈によって、相続人の遺留分が侵害された場

合であっても、その遺言が無効となるわけではない。ただし、遺留分が侵害されて異

議がある場合には、遺留分減殺請求をすることができる。 

＜参考：普通方式遺言＞ 

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（注） 必要 不要 必要 

（注）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
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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。 

 

問題 56 正解 ３ 難易度Ａ 

１．不適切。相続税の基礎控除額は、平成 27 年 1 月 1 日以後の相続から、「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。 

２．不適切。相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相

続人の1親等の血族及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（2親等）も2割加算の対象者となるが、代

襲相続人となった孫は2割加算の対象者とならない。 

３．適切。被相続人の配偶者が「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた場合、

配偶者が相続等により取得した財産の価額が、1億6,000万円または配偶者の法定相続

分相当額のいずれか多い金額までであれば、原則として、配偶者の納付すべき相続税

額はないものとされる。 

４．不適切。「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けるためには、婚姻の届出さえ

していれば、婚姻期間に関係なく適用される。なお、贈与税の配偶者控除の適用を受

ける場合は、婚姻期間が20年以上でなければならない。 

 

問題 57 正解 ２ 難易度Ｂ 

１．不適切。貸付けの用に供されている宅地は「貸宅地」として「自用地価額×（１－借

地権割合）」で評価されるが、青空貸駐車場として貸している土地は、原則として、

自用地として評価する。 

２．適切。借地権の価額は、「自用地評価額×借地権割合」の算式により評価する。 

３．不適切。貸宅地の価額は、「自用地評価額×（１－借地権割合）」の算式により評価す

る。 

４．不適切。貸家建付借地権（貸家の敷地の用に供されている借地権）の価額は、「（自用

地評価額×借地権割合）－（自用地評価額×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 58 正解 ４ 難易度Ａ 

＊ 「小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例」では、配偶者が居住用の宅地を相

続した場合、特定居住用宅地等となり、330 ㎡を適用対象面積の上限として評価額の

80％を減額することができる。したがって、４．の計算式が適切。 
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＜小規模宅地等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％ 

 

問題 59 正解 ２ 難易度Ｂ 

１．不適切。遺言による相続分の指定がない場合、共同相続人全員の協議により遺産を分

割することになるが、その場合の分割割合については、必ずしも法定相続分に従う必

要はない。 

２．適切。被相続人の財産の維持や増加について特別の寄与をした相続人について認めら

れる寄与分の額は、原則として共同相続人の協議によって定めるが、協議が調わない

ときは、寄与をした者の請求により家庭裁判所が寄与分を定める。 

３．不適切。代償分割とは、共同相続人（仮に子Ａ、Ｂとする）のうち特定の者（子Ａ）

が被相続人（親Ｃ）の相続財産（自社株、自宅など）を現物で取得し、その代償とし

てその者（子Ａ）が他の相続人（子Ｂ）に対して、自己（子Ａ）の固有財産を交付す

る分割方法である。代償として交付する財産は、通常は現金が多いが、不動産などと

することもできる。ただし、代償財産として提供したものが、現金ではなく不動産の

場合には時価により譲渡したものとみなされ、所得税の課税対象となるので、留意が

必要である。 

４．不適切。換価分割において、共同相続人が相続によって取得した不動産などを売却し

た場合、譲渡所得として、所得税の課税対象となる。 

 

問題 60 正解 ２ 難易度Ｂ 

１．適切。相続税の税率は、10％～55％の 8 段階の超過累進税率で、最高税率 55％は、課

税遺産総額に法定相続人の法定相続分を乗じた金額が 6 億円を超える場合に適用され

る。 

〔相続税の税額速算表〕   （Ａ）×（Ｂ）－（Ｃ） 

各法定相続人の取得金額（Ａ） 税率（Ｂ） 控除額（Ｃ） 

        ～1,000 万円以下 10％ － 

1,000 万円超～3,000 万円以下 15％     50 万円 

3,000 万円超～5,000 万円以下 20％    200 万円 
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5,000 万円超～1 億円以下 30％    700 万円 

1 億円超～2 億円以下 40％ 1,700 万円  

2 億円超～3 億円以下 45％ 2,700 万円 

   3 億円超～6 億円以下 50％ 4,200 万円 

6 億円超～  55％ 7,200 万円 

 

２．不適切。贈与税の税率は、平成 27 年 1 月 1 日以後の贈与から、誰から誰に贈与された

かにより、適用される税率が①一般税率と②特例税率の 2 種類になった。 

  ①一般税率は、「特例贈与財産用」に該当しない一般贈与財産の贈与の場合に使用。 

（例）兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合など。 

②特例税率は、直系尊属（祖父母や父母など）から、贈与を受けた年の 1 月 1 日現在

で 20 歳以上の子・孫などへの贈与の場合に使用。直系尊属についての年齢要件はな

い。 

〔贈与税の税額速算表〕   （Ａ）×（Ｂ）－（Ｃ） 

基礎控除後の課税価格（Ａ） 
①一般税率（一般財産用） ②特例税率（特例贈与財産） 

税率（Ｂ） 控除額（Ｃ） 税率（Ｂ） 控除額（Ｃ） 

      ～ 200 万円以下 10％ － 10％ － 

  200 万円超～300 万円以下 15％   10 万円 
15％  10 万円 

300 万円超～400 万円以下 20％   25 万円 

400 万円超～600 万円以下 30％   65 万円 20％  30 万円 

600 万円超～1,000 万円以下 40％ 125 万円 30％  90 万円 

1,000 万円超～1,500 万円以下 45％ 175 万円 40％ 190 万円 

1,500 万円超～3,000 万円以下 50％ 250 万円 45％ 265 万円 

3,000 万円超～4,500 万円以下 
55％ 400 万円 

50％ 415 万円 

4,000 万円超～ 55％ 640 万円 

 

参考：贈与税の計算例～一般税率と特例税率の両方の適用がある場合～ 

＜ケース＞Ａさんは、平成 28 年中に夫から 100 万円の贈与、父から 400 万円の贈与を受

けた。贈与税額は？ 

＊一般税率が適用される一般贈与財産（Ａ）と特例税率が適用される特例贈与財産（Ｂ）

の両方の計算が必要な場合、次のように計算する。 

 (1) （Ａ＋Ｂ）を一般税率で計算した税額×Ａ／（Ａ＋Ｂ） 

(2) （Ａ＋Ｂ）を特例税率で計算した税額×Ｂ／（Ａ＋Ｂ） 

贈与税額＝(1)＋(2) 

＊ケースの場合の贈与税額 
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 (1) 夫からの贈与：100 万円＋400 万円－110 万円（基礎控除）＝390 万円 

   390 万円×20％－25 万円＝53 万円 

   53 万円×100 万円／（100 万円＋400 万円）＝10.6 万円 

 (2) 父からの贈与：100 万円＋400 万円－110 万円（基礎控除）＝390 万円 

   390 万円×15％－10 万円＝48.5 万円 

   48.5 万円×400 万円／（100 万円＋400 万円）＝38.8 万円 

 (3) (1)10.6 万円＋(2)38.8 万円＝49.4 万円 

 

３．適切。相続人が障害者の場合には、障害者控除としてその障害者が 85 歳に達するまで

の年数１年につき 10 万円（特別障害者の場合は 20 万円）で計算した額がその障害者

の相続税額から差し引かれる。 

４．適切。「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」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。問題 53 の解説参照。 

 

 


