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平成 29年５月 ２級ＦＰ技能検定／実技試験＜資産設計提案業務＞ 

解答と解説 

 

＜正解＞ 

第 1 問 問 20 ２ 

問１ ア 問 21 １ 

問 2 (ア)× (イ)○ (ウ)× (エ)× 第 7 問 

第 2 問 問 22 304(万円) 

問 3 １ 問 23 84(万円) 

問 4 (ア)○ (イ)× (ウ)× (エ)○ 問 24 794(万円) 

問 5 ３ 第 8 問 

問 6 ２ 問 25 18,046,000(円) 

第 3 問 問 26 1,650,000(円) 

問 7 (ア)× (イ)○ (ウ)○ (エ)○ 問 27 23,220,000(円) 

問 8 ２ 第 9 問 

問 9 16,459(円) 問 28 ４ 

問 10 １ 問 29 １ 

第 4 問 問 30 (ア)６ (イ)８ (ウ)１ 

問 11 (ア)59(万円)  (イ)377(万円) 

(ウ)2,570(万円) 

問 31 (ア)○ (イ)× (ウ)× 

問 12 ２ 問 32 (ア)５ (イ)９ (ウ)１ 

問 13 (ア)× (イ)× (ウ)○ (エ)○ 問 33 (ア)○ (イ)× (ウ)○ (エ)× 

第 5 問 第 10 問 

問 14 ４ 問 34 13,420(万円) 

問 15 ４ 問 35 910 (万円) 

問 16 (ア)○ (イ)× (ウ)× 問 36 ２ 

問 17 (ア)× (イ)× (ウ)○ (エ)○ 問 37 ３ 

第 6 問 問 38 ４ 

問 18 ３ 問 39 ３ 

問 19 １ 問 40 １ 

＜合格基準＞100 点満点で 60 点以上（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 ア   難易度Ａ 

ファイナンシャル・プランニング・プロセスの６つのステップ（①～⑥）と、それに該

当する設問の（ア）～（カ）を示すと、次のようになる。3番目（ステップ 3）となるのは、

（ア）である。 

６つのステップ 設問の選択肢 

①顧客との関係確立とその

明確化 

（イ）顧客に提供するサービス内容や必要となる費用等に

ついて説明し、了解を得る。 

②顧客データの収集と目標

の明確化 

（エ）顧客や家族の情報、財政的な情報等を収集し、財政

的な目標を明確化する。 

③顧客のファイナンス状態

の分析と評価 

（ア）顧客から受領した情報を基に、将来の財政状況の予

測・分析等を行う。 

④プランの検討・作成と提示 （オ）顧客の目標を達成するために必要なプランを作成し、

提案書を提示する。 

⑤プランの実行援助 （カ）作成したプランに従い、必要な金融商品の購入、不

動産売却等の実行を支援する。 

⑥プランの定期的見直し （ウ）顧客の環境の変化、税制や法律改正の内容を考慮し、

プランの見直しを行う。 

 

問 2 正解 (ア)× (イ)○ (ウ)× (エ)×  難易度Ａ 

＊ 「個人情報の保護に関する法律」（個人情報保護法）は、2005 年に全面施行されたが、

2015 年に改正個人情報保護法が成立・公布され、2017 年 5 月 30 日より全面施行され

た。今回の大きな改正点は、従来、適用除外されていた 5,000 人分以下の個人情報を

取り扱う小規模な事業者についても、本法が適用されることになったことである。 

個人情報保護法において、「個人情報取扱事業者」とは、「個人情報データベース等を

事業の用に供している者」と定義されている。また、「個人情報」とは、生存する個人

に関する情報のことで、氏名、生年月日などのデータによって特定の個人を識別でき

る情報を指しており、「個人データ」とは、特定の個人情報を検索できるように体系的

に構成したもの（個人情報データベース等）に含まれる個人情報のことである。 

  個人情報保護法における基本的なルールは、次の通りである。 

＜個人情報を取得するとき＞ 

①あらかじめ利用目的をできる限り特定する、②利用目的の範囲内で個人情報を取り

扱う、③個人情報は適正な方法で取得する、④取得する際には利用目的の通知･公表等

を行う。 

＜安全管理措置＞ 

個人情報取扱事業者は、取り扱う個人データの漏洩、滅失または毀損の防止その他の
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個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 

＜第三者提供＞ 

あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。 

以上を踏まえて、設問の適否を判断すると、 

（ア）不適切。本ケースでは、顧客の承諾を得ることなく、保険営業目的のダイレクトメ

ールを発送しているので、不適切である。 

（イ）適切。本ケースでは、顧客の承諾を得た上で、その顧客の相談事例を講演で紹介し

ているので、適切な取扱いである。 

（ウ）不適切。本ケースでは、顧客情報を業務用引き出しに施錠せずに保管しているので、

安全管理上、不適切である。 

（エ）不適切。本ケースでは、所有する顧客の個人情報を、その顧客の家族から開示を請

求され提供しているが、本人の承諾を得ていないので、不適切である。 

 

【第 2問】 

問３ 正解 １ 難易度Ｂ 

  １．が正しい。 

（ア）＜資料＞上段左から２番目の枠の【株式】のすぐ下に「単位 100 株」と書いてある

ことから、この企業の１単元の株式数は 100 株であることが分かる。 

次に、＜資料＞上段左の【資本移動】のところを見ると、2015 年 7 月 7 日に株式を

購入し、2017 年 3 月 10 日に売却した場合は、この間に株式分割がなかったことが

分かるので、１単元 100 株を購入した場合、保有株数は 100 株のままで変化がなか

ったことが理解できる。 

一方、＜資料＞下段真ん中の【配当】欄に記載されている金額が、各決算期におけ

る１株当たり配当金の推移である。2015 年 7 月 7 日に株式を購入し、2017 年 3 月

10 日に売却した場合、受け取れた配当金は、2015 年 9 月中間決算に基づく配当金（資

料「15.9 40」より１株当たり 40 円）と、2016 年 3 月本決算に基づく配当金（資

料「16.3 40」より１株当たり 40 円）、2016 年 9 月中間決算に基づく配当金（資料

「16.9 40」より１株当たり 40 円）である。したがって、所有期間に係る配当金の

受取総額（税引前）は、100 株×40 円＋100 株×40 円＋100 株×40 円＝12,000 円、

となる。 

（イ）＜資料＞下段左の【業績】欄の「連 17.3 予」が連結決算に係る 2017 年 3 月期の業績

予想であり、「経常利益」の「32,500」（百万円）＝325 億円が 2017 年 3 月期の経常

利益である。また、「連 18.3 予」が 2018 年 3 月期の業績予想であり、「経常利益」

は「35,500」（百万円）＝355 億円である。したがって、2018 年 3 月期（予想）の

連結の経常利益（355 億円）は、2017 年 3 月期（予想）の連結の経常利益（325 億

円）と比べ、増加している。 
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問４ 正解 (ア)○ (イ)× (ウ)× (エ)○ 難易度Ａ 

（ア）正しい。KA 株式会社の社債の発行価格は、額面 100 円につき 101.00 円であるが、

このように額面 100 円より高い価格で発行される場合はオーバーパー発行という。額

面 100 円ちょうどで発行される場合はパー発行、額面 100 円より安い価格で発行され

る場合はアンダーパー発行という。 

（イ）誤り。社債をはじめとした債券は、いくらで発行されたかに関係なく、額面金額で

償還されるのが原則である。したがって、額面 100 万円分購入した場合は、償還時に

は 100 万円が償還される。 

（ウ）誤り。KB 株式会社の社債の利払日は年 2 回（毎年 1 月 31 日および 7 月 31 日）で、

償還期限は 2022 年 1 月 31 日なので、2019 年 5 月 30 日に購入した場合の利払日は、

2019 年 7 月 31 日、2020 年 1 月 31 日と 7 月 31 日、2021 年 1 月 31 日と 7 月 31 日、

2022 年 1 月 31 日の計 6 回となる。つまり、計 6 回の利払いがあることになる。 

（エ）正しい。最終利回りの計算式は次のとおりである。 

最終利回り（％）＝
買付価格

残存期間

）－買付価格額面（
利率＋

100

×100 

   問題の場合、利率 0.8％、単価 95 円で買い付けるので買付価格は 95 円、残存期間 2

年なので、その最終利回りは次のとおりとなる。 

    最終利回り（％）＝
95

2

95100
8.0

－
＋

×100＝3.4736…％≒3.473（％）（小数点以下
第 4 位切捨て） 

 

問５ 正解 ３ 難易度Ａ 

３．が正しい。 

（ア）＜資料＞［KZ 投資信託の商品概要（新規募集時）］より、新規募集時に購入した場

合の申込価格は 1 口当たり 1 円なので、500 万口購入した場合の購入金額は 500 万

円である。購入時手数料は、＜資料＞より、購入金額 1,000 万円未満の場合は 3.24％

（税込み）なので、支払った購入時手数料（税込み）は、500 万円×3.24％＝500 万

円×0.0324＝16 万 2,000 円である。 

（イ）株式投資信託の普通分配金は配当所得として課税される。元本払戻金（特別分配金）

は非課税となる。 

 

問６ 正解 ２ 難易度Ｂ 

１．適切。一般口座での取引については、投資家自身が所得金額を計算して確定申告をし、

納税手続きをする必要がある。その際、確定申告書には「株式等に係る譲渡所得等の

金額の計算明細書」を投資家自身が作成し添付する必要がある。 

２．不適切。特定口座における源泉徴収の有無は、その年の最初の売却時までに「源泉徴
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収ありの特定口座」か「源泉徴収なしの特定口座」かの選択を行う。一度どちらかを

選択すると、その年の途中での変更はできなくなる。 

３．適切。源泉徴収ありの特定口座での取引については、投資家による確定申告は不要で

ある。ただし、複数の金融機関で特定口座を開設していて、各々の特定口座の損益を

合算したい場合は確定申告が必要とされる。たとえば、複数の特定口座の損益を合算

すると損失のほうが大きいので、利益が出ていた特定口座で源泉徴収されていた税金

について還付を受けたいといった場合は確定申告が必要である。また譲渡損失のほう

が多く、損失の繰越控除を受ける場合も確定申告が必要とされる。 

４．適切。平成 28（2016）年 1 月から債券の税制が大きく変わっている。債券は特定公社

債と一般公社債に区分されるようになっているが、平成 28 年から特定公社債は特定口

座に受け入れることが可能となっている（一般公社債は特定口座の対象外）。国債、地

方債、公募公社債、上場公社債などが特定公社債に区分されるので、個人向け国債も

特定公社債として特定口座で保有することができる。 

 

【第 3問】 

問 7 正解 (ア)× (イ)○ (ウ)○ (エ)○  難易度Ｂ 

（ア）不適切。「不動産の表示に関する公正競争規約」（以下、「公正競争規約」。施行規則

含む）では、徒歩による所要時間は道路距離 80m を 1 分間として表示し、1 分未満の

端数は切り上げることとしている。設問の広告では、□□線××駅から物件までは徒歩 8

分と表示しているので、道路距離は、「80m×7 分＝560m」超「80m×8 分＝640m」以

下である。 

（イ）適切。公正競争規約では、「新築」と表示することができるのは、建築後 1年未満で、

一度も居住の用に供されたことのない物件である。建築後未入居でも 1 年経過した場

合には、新築表記はできない。 

（ウ）適切。取引態様が媒介となっているので、この物件を購入する場合、通常、宅地建

物取引業者に媒介業務に係る報酬（仲介手数料）を支払う。 

（エ）公正競争規約では、スーパーマーケット等の商業施設を広告に表示する場合、物件

までの道路距離を明示することとされている。 

 

問 8 正解 ２ 難易度Ｂ 

（ア）建築面積の最高限度 

建物の建築面積（正確ではないが、建物の 1 階部分）の最高限度を求める場合には、建

ぺい率を用いて計算する。角地や防火地域に耐火建築物を建てる場合には、建ぺい率が緩

和される。 

＊角地の場合：建ぺい率が 10％緩和される。 

＊防火地域内に耐火建築物を建築する場合： 
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・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％）。 

・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。 

 設問の土地は、建ぺい率が 60％の土地で、防火地域内に耐火建築物を建てるとあるので、

建ぺい率が 10％緩和され、6／10＋1／10＝7／10（70％）となる。 

 240 ㎡×7／10＝168 ㎡ 

（イ）延べ面積の最高限度 

土地に建物を建てる場合の延べ面積（床面積の合計）の最高限度は、「地積×容積率」で

計算できるが、幅員 12ｍ未満の道路に接する敷地では、(ｲ)「指定容積率」と(ﾛ)「前面道路

幅員×6／10（住居系用途地域では 4／10）」のいずれか低い方の容積率が適用される。な

お、敷地が 2 以上の道路に接面している場合でそれぞれの道路の幅員が異なる場合は、幅

員が最大のものが前面道路となる。 

（ア）容積率の判定 

・指定容積率：20／10  

・前面道路幅員による容積率の制限（第二種住居地域）：  

6（ｍ）×4／10＝24／10 

20／10＜24／10  ∴20／10 

（イ）最大延べ面積 

240 ㎡×20／10＝480 ㎡ 

 

問 9 正解 16,459(円) 難易度Ｂ 

＊ 住戸の均等積立方式による修繕積立金の目安額（月額）を、資料にある算出式に基づい

て計算すると、次のようになる。 

  算出式：Ｙ＝ＡＸ（＋Ｂ） 

Ｙ：購入予定のマンションの修繕積立金の目安額（月額） 

Ａ：専有面積当たりの修繕積立金の額（5 階建て･延べ面積 4,500 ㎡であるので、表よ

り）→218 円／㎡・月 

Ｘ：購入予定のマンションの専有面積（㎡）→75.5 ㎡ 

（Ｂ：機械式駐車場がある場合の加算額）→駐車場は機械式駐車場ではないので、加算

しない。 

  したがって、次のようになる。 

  218 円×75.5 ㎡＝16,459 円 

 

問 10 正解 １ 難易度Ａ 

＊ 投資用マンションの実質利回りは、「純収益／投資金額×100」で算出される。 
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純収益は、年間の賃料から諸経費（管理費や固定資産税など）を差し引いた金額で、

投資金額は、物件価格に購入時の諸経費等を足した金額である。 

＊ 年間賃料：98,000 円×12 月＝1,176,000 円 

諸経費：（13,000 円＋98,000 円×0.05）×12 月＋70,000 円＝284,800 円 

実質利回り：（1,176,000 円－284,800 円）÷2,200 万円×100＝4.05％（小数点以下第

3 位を四捨五入） 

 

【第 4問】 

問 11 正解 (ア)59(万円)  (イ)377(万円)  (ウ)2,570(万円)  難易度Ａ 

 保険証券から読み取れる情報は、次の通り。 

〈資料／保険証券１〉定期保険特約付終身保険 

① 終身保険 

150 万円 

保険期間終身で、いつの時点で死亡あるいは高度障害状態にな

っても死亡保険金・高度障害保険金が支払われる。 

② 定期保険特約 

1,800 万円 

保険期間中に死亡あるいは高度障害状態になったとき、死亡保

険金あるいは高度障害保険金が支払われる。 

③ 三大疾病保障定期

保険特約 

300 万円 

保険期間中に死亡したときに死亡保険金が、高度障害状態にな

ったときは高度障害保険金が、約款所定の特定疾病にかかり所

定の状態に該当したときは特定疾病保険金が支払われる。特定

疾病保険金が支払われると当該特約は消滅する。 

④ 傷害特約 

300 万円 

不慮の事故または特定感染症で死亡したとき、災害死亡保険金

が支払われる。不慮の事故で所定の身体障害状態に該当したと

き、障害状態に応じた障害給付金が支払われる。 

⑤ 災害入院特約 

日額 5,000 円 

不慮の事故や災害による傷害により、その事故から 180 日以内

に継続して 5 日以上入院したとき、5 日目から入院給付金が支

払われる。 

⑥ 疾病入院特約 

日額 5,000 円 

病気で 5 日以上継続して入院したとき、5 日目から入院給付金

が支払われる。約款所定の手術を受けた場合、手術の種類に応

じて入院給付金日額の 10 倍・20 倍・40 倍の手術給付金が支払

われる。 

⑦ 成人病入院特約 

日額 5,000 円 

成人病（生活習慣病）で 5 日以上継続して入院したとき、5 日

目から入院給付金が支払われる。 

 

 

〈資料／保険証券 2〉医療保険 

⑧ 疾病入院給付金 病気での入院 1 日につき 日額 5,000 円（入院 1 日目から保障） 

⑨ 災害入院給付金 ケガでの入院１日につき 日額 5,000 円（入院 1 日目から保障） 



8 

Copyright © 2017 Kindai-Sales.Co.,Ltd.All rights reserved. 

⑩ 手術給付金 約款所定の手術を受けたとき 1 回につき 10 万円 

⑪ 死亡給付金 死亡したとき 20 万円 

 

（ア）59（万円） 

〈保険証券 1〉 

⑥5,000 円×（42 日－4 日）＝19 万円 

⑦5,000 円×（42 日－4 日）＝19 万円 

⑥＋⑦＝38 万円 

〈保険証券 2〉 

⑧5,000 円×42 日＝21 万円 

〈保険証券 1〉＋〈保険証券 2〉＝38 万円＋21 万円＝59 万円 

（イ）377（万円） 

〈保険証券 1〉 

③300 万円 

⑥入院給付金：5,000 円×（34 日－4 日）＝15 万円 

  手術給付金：5,000 円×40＝20 万円 

  15 万円＋20 万円＝35 万円 

⑦5,000 円×（34 日－4 日）＝15 万円 

③＋⑥＋⑦＝300 万円＋35 万円＋15 万円＝350 万円 

〈保険証券 2〉 

⑧5,000 円×34 日＝17 万円 

⑩10 万円 

⑧＋⑩＝17 万円＋10 万円＝27 万円 

〈保険証券 1〉＋〈保険証券 2〉＝350 万円＋27 万円＝377 万円 

（ウ）2,570（万円） 

〈保険証券 1〉 

①150 万円＋②1,800 万円＋③300 万円＋④300 万円＝2,550 万円 

〈保険証券 2〉 

⑪20 万円 

〈保険証券 1〉＋〈保険証券 2〉＝2,550 万円＋20 万円＝2,570 万円 

 

問 12 正解 ２  難易度Ａ 

＊ 保険契約の保障が開始する日（責任開始日）は、「申込」「告知」「第 1 回保険料払込」

が完了したときからである。したがって、平成 29 年 3 月 30 日が保障開始日となる。 

１．平成 29 年 3 月 29 日 申込書および告知書提出 

２．平成 29 年 3 月 30 日 第 1 回目保険料支払日（代理店に直接払い込んでいる） 
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３．平成 29 年 4 月 7 日 保険会社の引受けの承諾 

４．平成 29 年 4 月 10 日 保険証券の受取り 

 

問 13 正解 (ア)× (イ)× (ウ)○ (エ)○   難易度Ａ 

（ア）支払い対象とならない。普通傷害保険は、家庭内や職場内、通勤途上、スポーツ中、

旅行中などの日常生活の中で起る様々なケガを補償する保険である。「ケガ」とは、急

激かつ偶然な外来の事故により、身体に傷害を被った状態のことをいう。したがって、

ジョギング中の心臓発作による入院は、補償対象外である。 

（イ）支払い対象とならない。自動車保険の対人賠償保険とは、自動車事故によって他人

を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負った場合に、自賠責保険で支払われる限度額

を超える損害賠償額に対して保険金が支払われる保険である。ただし、次の者が被害

者となった場合は、補償対象外となる。 

・記名被保険者 

・被保険自動車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子 

・被保険者の父母、配偶者または子 

・被保険者の業務に従事中の使用人 

・被保険者の使用者の業務に従事中の他の使用人 

（ウ）支払い対象となる。海外旅行傷害保険とは、海外旅行を目的として、家を出てから  

帰宅するまでに起きたケガで死亡、後遺障害、入院、通院、手術になった場合等に保

険金が支払われるものである。旅行先でウィルス性食中毒、細菌性食中毒になった場

合も補償対象となる。 

（エ）支払い対象となる。個人賠償責任保険とは、日本国内で発生した日常生活上の事故

により、契約者とその家族（別居の未婚の子を含む）が他人にケガをさせたり、他人

の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金が支払われるもの

である。したがって、飼い犬が近所の子どもにかみついてケガをさせ、治療費を請求

された場合は、補償対象となる。 

 

【第 5問】 

問 14 正解 ４ 難易度Ａ 

 ４．が正しい。 

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。ただし、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上場株式の譲渡損失、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、不動産所得については、損失▲80 万円が生じているが、必要経費に算入し
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た土地等の取得に要した借入金の利子 50 万円が損益通算の対象とならないので、損益通算

の対象となる不動産所得の損失は▲30 万円である。 

上場株式の譲渡損失▲40 万円と一時所得の損失▲15 万円は、損益通算の対象とならない

ので、「不動産所得▲30 万円が給与所得と損益通算できる」ことになる。 

 

問 15 正解 ４  難易度Ａ 

設問の場合、アルバイト収入は給与所得、老齢厚生年金・企業年金（老齢年金）は雑所

得、生命保険の満期保険金は一時所得となる。 

・給与所得の金額 

 給与所得の金額は、「給与収入金額－給与所得控除額」で算出される。給与収入は 60 万

円であるが、給与所得控除額は最低でも 65年円であるので、給与所得の金額は 0円となる。 

・雑所得の金額 

 老齢厚生年金および企業年金の老齢年金は、公的年金等控除の適用がある雑所得となり、

所得金額は、「公的年金等の収入金額－公的年金等控除額」で算出される。 

大下さん（67 歳）の場合、公的年金等の収入金額は 280 万円で、公的年金等控除額は（65

歳以上で、公的年金等の収入金額が 330 万円未満なので）120 万円である。したがって、

雑所得の金額は「280 万円－120 万円＝160 万円」となる。 

・一時所得の金額 

 300 万円－200 万円（既払込保険料）－50 万円（特別控除）＝50 万円 

・総所得金額 

 一時所得の金額は、その 2 分の 1 が他の所得と合算される。 

160 万円＋50 万円×1／2＝185 万円 

 

問 16 正解 (ア)○ (イ)× (ウ)× 難易度Ａ 

（ア）正しい。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。 

長男の俊太さんは、17 歳で収入がないので、一般の控除対象扶養親族として、扶養控

除（控除額 38 万円）の対象となる。 
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（イ）誤り。母の聡子さん（78 歳）は、生計を一にしており、所得金額は 0 円（公的年金

収入 111 万円－公的年金等控除 120 万円）であるので、老人扶養親族として、扶養控

除の対象となる。控除額は、同居老親等以外の者となるので、48 万円である。 

（ウ）誤り。長女の美砂さん（20 歳）は、アルバイト収入 75 万円あるが、給与所得の金額

は、75 万円－65 万円（給与所得控除額）＝10 万円であり、38 万円以下なので、扶養控除

の対象となる。控除額は、特定扶養親族となるので、63 万円である。 

 

問 17 正解 (ア)× (イ)× (ウ)○ (エ)○  難易度Ｂ 

（ア）不適切。不動産所得、事業所得または山林所得（「ふ・じ・さん」と覚えるとよい）

を生ずべき業務を行う者は、青色申告を利用することができる。青色申告の適用を受

けようとする場合には、原則としてその適用を受けようとする年の 3 月 15 日までに、

青色申告承認申請書を所轄税務署長に提出し、承認を受けなければならない。なお、

新規開業した場合（その年の 1 月 16 日以後に新規に業務を開始した場合）は、業務を

開始した日から 2 ヵ月以内に青色申告承認申請書を所轄税務署長に提出する。 

（イ）不適切。生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事し

て給与をもらう場合、その給与は原則として必要経費にはならないが、青色申告者の

場合には、一定の要件を満たせば、青色事業専従者給与として必要経費に算入するこ

とができる。不動産所得の場合、不動産の貸付けが事業的規模で行われている場合は、

青色事業専従者給与の適用がある。建物の場合、次のいずれかの基準（5 棟 10 室基準）

に当てはまれば、原則として事業的規模とされる。①貸間、アパート等については、

独立した室数がおおむね 10 室以上、②独立家屋の貸付けについては、おおむね 5 棟以

上。 

（ウ）適切。青色申告者に対しては種々の特典があるが、その一つに所得金額から最高 65

万円または 10 万円を控除するという青色申告特別控除がある。65 万円の青色申告特別

控除を受けるための要件は、正規の簿記の原則により記帳していること、法定申告期

限内に提出することなどであり、これらの要件に該当しない場合、10 万円の青色申告

特別控除となる。また、不動産貸付けが事業的規模で 自容器の要件を満たせば 65

万円の青色申告特別控除を受けることができるが、事業的規模でない場合は 10 万円の

青色申告特別控除の適用となる。 

（エ）適切。青色申告書を提出した年分の事業所得などに損失の金額がある場合で、損益

通算してもなお控除しきれない部分の金額（純損失の金額）が生じたときには、その

損失額を翌年以後 3 年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除すること

ができる（純損失の繰越控除）。また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰

越控除に代えて、その損失額を前年に繰り戻して、前年分の所得税の還付を受けるこ

ともできる（純損失の繰戻還付）。 
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【第 6問】 

問 18 正解 ３ 難易度Ａ 

路線価方式による宅地評価では、1つの道路に接する宅地は、通常次のように計算する。 

（路線価×奥行価格補正率）×地積＝自用地評価額 

賃貸アパートなどの貸家の敷地は「貸家建付地」となり、「自用地評価額×（１－借地権

割合×借家権割合×賃貸割合」で評価する。 

資料の路線価図の「５００Ｃ」は、１㎡当たりの路線価が 500 千円で、Ｃは借地権割合

を表すが、注 2 より借地権割合は 70％である。借家権割合は注 3 より 30％、賃貸割合は注

4 で満室とあるので 100％である。したがって、設問の土地の評価額は次のようになる。 

500,000円×1.00×240㎡×（１－0.7×0.3×1.0）＝94,800,000円 

 

問 19 正解 １  難易度Ａ 

＊ 相続税の課税価格の合計額 

1,000 万円（土地･小規模宅地等の評価減特例適用後）＋1,000 万円（建物）＋3,500

万円（現預金）＋2,000 万円（死亡保険金）－1,500 万円（死亡保険金の非課税金額・

注）－700 万円（債務･葬式費用）＝5,300 万円 

（注）死亡保険金の非課税金額 

500 万円×法定相続人の数（設問の場合、配偶者・長女・長男の 3 人）＝1,500 万円 

      

問 20 正解  ２  難易度Ａ 

 ２．が適切。 

・被相続人とその配偶者の婚姻期間については、「要件は定められていない」。 

・配偶者に対する相続税額の軽減の適用を受けると、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈

により実際に取得した正味の遺産額が、1 億 6,000 万円または配偶者の法定相続分相当額

のどちらか「多い方の」金額まで、配偶者に相続税がかからない。 

・相続税の申告期限までに分割されていない財産は、配偶者に対する相続税額の軽減の対

象にならないが、所定の届出を行ったうえで申告期限から「3 年」以内に分割されたとき

は、その対象となる。 

 

問 21 正解 １  難易度Ａ 

・松尾幸一さんは、父親からの贈与について、平成 27 年から相続時精算課税制度の適用を

受けている。相続時精算課税の適用を受ける贈与財産については、その選択をした年以

後、相続時精算課税に係る贈与者以外の者からの贈与財産と区分して、1 年間に贈与を受

けた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（限度額：2,500 万

円。ただし、前年以前に特別控除額を控除している場合は、残額が限度額）を控除した

後の金額に、一律 20％の税率を乗じて算出する。 
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平成 27年に相続時精算課税制度の適用を受けて贈与された財産が 1,300 万円であるので、

特別控除額の残額は、2,500 万円－1,300 万円＝1,200 万円である。 

平成 28 年に、父親から 1,500 万円の贈与を受けたので、父親からの贈与に係る贈与税額

は、（1,500 万円－1,200 万円）×20％＝60 万円となる。 

・祖母からの贈与は、暦年贈与の取り扱いとなる。暦年贈与の場合は、1 年間に贈与を受け

た財産の価額の合計額から基礎控除額（110 万円）を控除した後の金額に贈与税の税率を

乗じて算出する（贈与税の速算表を使用して計算する）。贈与税の税率（速算表）は、「(a) 

20 歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産の場合」と「(b) 上記(a)以外の場合」で

異なるが（下記参照）、幸一さん（40 歳）が祖母から受けた贈与については、(a)の贈与

税の速算表を使用する。 

  （500 万円－110 万円）×15％－10 万円＝48.5 万円 

・幸一さんの平成 28 年分の贈与税額は、「60 万円＋48.5 万円＝108.5 万円」となる。 

 

＜参考＞贈与税の税率（暦年贈与） 

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(a)特例税率と(b)一般税率の 2 種類になった。 

(a) 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（特例贈与財産）の場合に使用。直系尊属についての年

齢要件はない。 

(b) 一般税率は、「特例贈与財産用」に該当しない場合の贈与税の計算に使用。 

（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。 

〔贈与税の税額速算表〕   （Ａ）×（Ｂ）－（Ｃ） 

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

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 20％  30万円 30％   65万円 

600万円超～1,000万円以下 30％  90万円 40％ 125万円 

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

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

3,000万円超～4,500万円以下 50％ 415万円 
55％ 400万円 

4,500万円超～ 55％ 640万円 

＜贈与税の計算例～特例税率と一般税率の両方の適用がある場合～＞ 

＜ケース＞Ａさんは、平成 29 年中に父から 400 万円の贈与、夫から 100 万円の贈与を受

けた。贈与税額は？ 
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＊特例税率が適用される特例贈与財産（Ａ）と一般税率が適用される一般贈与財産（Ｂ）

との両方の計算が必要な場合、次のように計算する。 

 (a) （Ａ＋Ｂ）を特例税率で計算した税額×Ａ／（Ａ＋Ｂ） 

(b) （Ａ＋Ｂ）を一般税率で計算した税額×Ｂ／（Ａ＋Ｂ） 

贈与税額＝(a)＋(b) 

＊ケースの場合の贈与税額 

 (a) 父からの贈与 

（400 万円＋100 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 

 (b) 夫からの贈与 

（400 万円＋100 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 

  ＊ (a) 38.8 万円＋(b) 10.6 万円＝49.4 万円 

 

【第 7問】 

問 22 正解 304(万円)  難易度Ａ 

将来の基本生活費は、下記の計算式で求めることができる。 

将来の金額＝現在の金額×（１＋変動率）経過年数  

田辺家の 2016 年の基本生活費が年間 286 万円、変動率が 2％とあるので、3 年後の 2019

年の基本生活費は、 

286 万円×（1＋0.02）3＝303.50 万円 →304 万円（万円未満四捨五入） 

なお、この場合は、286×1.02×1.02×1.02 で簡単に計算できるが、累乗計算で指数が大

きくなった場合、電卓で次のように操作すると簡便に計算できる（CASIO 製の場合）。 

 1.02ｎ →１ ・ ０ ２ × × ＝ ＝ ＝ ････ 

          × を 2 回押し、＝ を（ｎ－1）回押す（3 乗であれば 2 回）。 

 

問 23 正解 84(万円) 難易度Ａ 

  2018 年時において、勇気さんは中学 2 年生、莉乃さんは小学 6 年生である。勇気さんは

公立中学校を希望しているので、1 年間の学習費総額は 481,841 円。莉乃さんは公立小学校

なので、1 年間の学習費総額は 321,708 円。2 人で、481,841 円＋321,708 円＝803,549 円

となる。これは、2016 年時点の金額なので、2 年後の 2018 年の金額は、次のようになる。 

 803,549 円×（1＋0.02）2＝836,012 円 →84 万円（万円未満四捨五入） 

  

問 24 正解 794(万円) 難易度Ａ 
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 当年の金融資産残高は、前年の金融資産残高を基にして、次の計算式で求めることがで

きる。 

当年の金融資産残高＝前年の金融資産残高×（１＋運用利率）±当年の年間収支 

田辺家の 2016 年現在の金融資産残高が 514 万円、変動率（運用利率）が 1％、2017 年

の年間収支は、887 万円（収入合計）－612 万円（支出合計）＝275 万円となるので、2017

年の金融資産残高は、 

514 万円×（1＋0.01）＋275 万円＝794.14 万円→794 万円（万円未満四捨五入） 

 

【第 8問】 

教育資金や老後資金、住宅ローンの返済などのライフイベントについて資金計画を立て

る際、積立目標額や元利合計額、年金額やローン返済額などを計算することは重要である。 

 これらの金額を複利計算で行う場合、計算は複雑になるが、各種係数を利用すると簡単

に計算することができる。 

 

各種係数 どんなときに使うか？ 

終価係数 手持ちの資金を複利運用すると将来いくらになるかを求める場合に使用 

現価係数 複利運用して目標額とするためには、今いくらの元金が必要かを求める場

合に使用 

減債基金係数 将来の貯蓄目標額を達成するには、毎年いくらずつ積み立てればよいかを

求める場合に使用 

資本回収係数 手持ちの資産を複利運用しながら毎年均等に年金として受け取れる金額

や、ローン（元利均等返済）の年間返済額を求める場合に使用 

年金終価係数 毎年一定額を積み立てると、将来いくらの元利合計になるかを求める場合

に使用 

年金現価係数 希望する年金額を受け取るためには、今いくら元金があればよいかを求め

る場合やローン（元利均等返済）の借入可能額を求める場合に使用 

 

問 25 正解 18,046,000(円) 難易度Ａ 

毎年均等に一定額を受け取るためには、受取り開始年の初めにいくらの資金があればよ

いかを求める場合には、年金現価係数を使用する。 

 100 万円×18.046（年利 1％、期間 20 年の年金現価係数）＝18,046,000 円 

 

問 26 正解 1,650,000(円) 難易度Ａ 

手持ちの資産を複利運用しながら毎年均等に一定額を受け取れる金額を求める場合には、

資本回収係数を使用する。 

 3,000 万円×0.055（年利 1％、期間 20 年の資本回収係数）＝1,650,000 円 
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問 27 正解 23,220,000(円) 難易度Ａ 

現在の元金を複利運用した場合の将来の元利合計額を求める場合には、終価係数を使用

する。 

 2,000 万円×1.161（年利 1％、期間 15 年の終価係数）＝23,220,000 円 

 

【第 9問】 

問 28 正解 ４ 難易度Ａ 

  ４．の語句の組み合わせが適切。 

 

問 29  正解 １ 難易度Ｂ 

 設問のケースの場合、預金金利は年 8.0％（＝0.08）だが、預入期間は 3 ヵ月なので、税

引き前の利息額は、10,000 豪ドル×0.08×3 ヵ月／12 ヵ月＝200 豪ドル、となる。 

＜資料＞より、利息に対しては、豪ドル建ての利息額の 20％（復興特別所得税は考慮し

ない）相当額が所得税・住民税として源泉徴収されるものとするとあるので、税引き後の

利息額は 200 米ドル×（1－20％）＝160 豪ドルとなり、満期時の外貨ベースの元利合計額

は 10,160 豪ドルとなる。 

 円転する（外貨を円に換える）場合の為替レートはＴＴＢ（1 豪ドル＝77.00 円）が適用

されるので、円ベースの受取額は、10,160 米ドル×77.00 円＝782,320 円となる。 

 

問 30 正解 (ア)６ (イ)８ (ウ)１ 難易度Ｂ 

表を完成させると、次のようになる。 

＜ＮＩＳＡと個人型確定拠出年金の概要＞ 

 ＮＩＳＡ 個人型確定拠出年金 

制度の概要 ＮＩＳＡ口座での金融商品の運用

益・配当金等の収益が非課税とな

る制度 

自分専用の年金口座に加入者が選

択した金融商品で年金原資を積み

立て、将来受け取る制度 

年間拠出限度額 「120」万円 企業年金がない会社員 27.6 万円、

自営業者 81.6 万円など、属性によ

って異なる。 

税法上のメリット 運用益が非課税 ・運用益が非課税 

・掛金全額が「小規模企業共済等

掛金」控除の対象となる。 

・受取り方法により、退職所得控

除、公的年金等控除の対象にで

きる。 
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運用対象 株式投資信託、上場株式、ＥＴＦ、

ＲＥＩＴ等 

定期預金、生命保険、投資信託等 

運用資金の引出し いつでも引出し可 原則「60」歳までは途中引出しが

できない。 

 

問 31 正解 (ア)○ (イ)× (ウ)× 難易度Ａ 

（ア）適切。定期保険Ａは、保険契約者（保険料負担者）および被保険者は雪雄さん、死

亡保険金受取人は妻の花代さんであるので、雪雄さんが死亡し、花代さんが受け取る

の死亡保険は、相続税の課税対象となる。なお、死亡保険金の非課税の適用を受けら

れる。 

（イ）不適切。高度障害保険金は、非課税である。 

（ウ）不適切。火災保険の保険金は、非課税である。 

 

問 32 正解 ((ア)５ (イ)９ (ウ)１ 難易度Ｂ 

従来、厚生年金保険・健康保険（社会保険）の加入対象者は、下表の要件①に該当する

人（一般的に週 30 時間以上働く人）だったが、平成 28 年 10 月からは、従業員が 501 人

以上の会社で働く要件②に該当する人にも対象が広がった。さらに、平成 29年 4月からは、

従業員が 500 人以下の会社で働く人も、労使で合意すれば、会社単位で社会保険に加入で

きるようになった。 

短時間労働者のうち社会保険の適用を受ける者 

要件 

 

＜従業員 501 人以上の企業（特定適用事業所）の場合＞ 

① 1 週間の所定労働時間および 1 月間の所定労働日数が同一事業所に

使用される通常の労働者の「4 分の 3」以上であるもの 

② 上記①の要件に該当しない者のうち、以下のすべての要件を満たし

ているもの 

・１週間の所定労働時間が 20 時間以上であること 

・雇用期間が継続して 1 年以上見込まれること 

・賃金月額が 88,000 円以上であること 

・学生でないこと 

 ＜従業員 500 人以下の企業（特定適用事業所以外）の場合＞ 

 上記①に該当する者 

 ※平成 29 年 4 月 1 日以降は、労使合意によって上記②に該当する者に

社会保険の適用を可能とする制度が導入された。 

メリット ・休業した場合、一定の要件を満たせば健康保険から「傷病手当金」（注）

などを受けることが可能。 

・健康保険および厚生年金保険の保険料は、原則として事業主がその「2
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分の 1」を負担する。 

デメリット 保険料の負担により手取り賃金が減少することがある。 

（注）傷病手当金は、業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事を休み、十分な報

酬が受けられない場合に支給される給付金で、休んだ日から連続して 3 日間（待期）

の後、4 日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給される。 

 

問 33 正解 (ア)○ (イ)× (ウ)○ (エ)× 難易度Ｃ 

（ア）適切。50 歳未満の人の「ねんきん定期便」には、定期便作成時点までの年金加入期

間や保険料納付額（加入者本人負担分の累計）が記載されている。 

（イ）不適切。「ねんきん定期便」の内容は、50 歳以上の人と 50 歳未満の人では、老齢年

金の見込額（これまでの加入実績に応じた年金額）の部分が異なっている。50 歳以上

の人の場合は、定期便作成時点の年金制度に引き続き同じ条件で 60 歳になるまで加入

した場合の老齢年金の見込み額が記載されている。一方、50 歳未満の人の場合は、こ

れまでの加入実績を基に計算した老齢年金の額を表示している。 

（ウ）適切。「ねんきんネット」では、利用登録後はいつでも、すべての期間の年金加入記

録（加入履歴、厚生年金保険の標準報酬月額等）を確認することができる。 

（エ）不適切。「ねんきんネット」の「年金見込額試算」では、老齢基礎年金および老齢厚

生年金が対象となり、障害年金や遺族年金は対象とならない。 

 

【第 10問】 

問 34 正解 13,420(万円) 難易度Ａ 

 個人バランスシートにおいて、資産合計＝負債･純資産合計であるので、純資産は「資産

合計－負債合計」で算出することができる。 

 

＜資産合計＞ 

・金融資産：5,260 万円（①） 

 ・生命保険（解約返戻金相当額）：450 万円（終身保険Ａ）＋360 万円（終身保険Ｂ）＝

810 万円（②） 

 ・事業用資産：310 万円（棚卸資産（商品））＋150 万円（器具備品）＝460 万円（③） 

・不動産：3,300 万円（自宅敷地）＋5,500 万円（店舗敷地）＋320 万円（自宅）＋530

万円（店舗）＝9,650 万円（④） 

 ・その他（動産等）：210 万円（⑤） 

 ＊資産合計＝①＋②＋③＋④＋⑤＝16,390 万円 

＜負債合計＞ 

 ・2,750 万円（事業用借入）＋120 万円（自動車ローン）＋100 万円（未払い金）＝2,970

万円 
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＜純資産＞ 

 1 億 6,390 万円（資産合計）－2,970 万円（負債合計）＝13,420 万円 

 

問 35 正解 910 (万円) 難易度Ａ 

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 

＝5,400 万円－2,440 万円－（80 万円＋85 万円＋1,580 万円）－240 万円－

65 万円＝910 万円 

 

問 36 正解 ２ 難易度Ｂ 

 預金保険の対象となる預金等については、1 金融機関ごとに預金者 1 人当たり元本 1,000

万円までとその利息等が保護される。ただし、当座預金、利息のつかない普通預金等の決

済用預金は全額保護される。 

個人事業主の場合は、事業用の預金等と事業用以外の預金等は、仮に分けて管理してい

たとしても、同一人の預金等として名寄せされる。 

 預金保険の対象となる金融商品は、「預金」「定期積金」「掛金」「元本補てん契約のある

金銭信託（貸付信託を含む）」「金融債（保護預かり専用商品に限る）」「これらの預金等を

用いた積立・財形貯蓄商品」「確定拠出年金の積立金の運用に係る預金等」である。預金と

名前が付いていても、外貨預金や譲渡性預金などは保護の対象外である。投資信託も預金

等ではないため、銀行で購入したとしても保護の対象外である。 

福岡啓二さんの金融資産については、外貨預金は保護の対象外で、当座預金は全額保護

され、その他の預金については元本 1,000 万円までとその利息等が保護される。したがっ

て、預金保険制度によって保護される金額は、 

① 120 万円（当座預金） 

② 350 万円（普通預金）＋450 万円（定期預金）＋340 万円（定期預金）＝1,140 万円 

＞1,000 万円 ∴1,000 万円 

①120 万円＋②1,000 万円＝1,120 万円 

 

問 37 正解 ３  難易度Ｂ 

相続において宅地を相続した場合、要件を満たせば、「小規模宅地等の相続税の課税価格

の計算の特例」の適用を受けられ、下記のような減額を受けられる。 

 

 

＜小規模宅地等の減額特例＞ 

 限度面積 減額割合 

特定居住用宅地等 330 ㎡ 80％ 
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（被相続人の居住用宅地を配偶者が取得した場合など） 

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％ 

 

 対象となる宅地に特定居住用宅地等や貸付事業用宅地等がある場合には調整計算がされ

たりするが、小規模宅地等の特例の対象として選択する宅地等のすべてが、特定居住用宅

地等と特定事業用宅地等である場合は、それぞれの適用対象面積まで適用可能で、調整計

算は不要となっている。したがって、自宅敷地および店舗敷地の相続税評価額の合計額は、

次のようになる。 

①自宅敷地 

減額される金額：10 万円×300 ㎡×80％＝2,400 万円 

相続税評価額：10 万円×300 ㎡－2,400 万円＝600 万円 

②店舗敷地 

減額される金額：10 万円×400 ㎡×80％＝3,200 万円 

相続税評価額：10 万円×500 ㎡－3,200 万円＝1,800 万円 

①600 万円＋②1,800 万円＝2,400 万円 

 

問 38 正解 ４ 難易度Ｂ 

 ４.の語句の組み合わせが適切。 

（ア）付加年金は、国民年金の第１号被保険者（65 歳未満の任意加入被保険者を含む）が

希望し、通常の保険料（平成 29 年度の場合、月額 16,490 円）に加えて付加保険料（月

額 400 円）を納めた場合、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。仮に、啓二さんが付加保険料を 32 年間（384 月）納めた場

合、付加年金（年額）は「200 円×384 月＝76,800 円」となる。 

（イ）付加年金は、月額 400 円を納めて、月額 200 円の年金がもらえるので、支給開始か

ら「2 年間」で、納めた付加保険料の総額に相当する金額を受け取ることができる。 

（ウ）付加保険料を納付した者が老齢基礎年金の支給繰上げの請求または支給繰下げの申

出を行った場合、付加年金「も繰上げまたは繰下げが行われる」。その場合の支給率も

同じである（繰り上げの場合は 1 ヵ月当たり 0.5％の減額、繰り下げの場合は 1 ヵ月当

たり 0.7％の増額）。 

 

問 39 正解 ３ 難易度Ｂ 

 ３.の語句の組み合わせが適切。 

 空欄を埋め合わせて、表を完成させると、次のようになる。 
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＜学生納付特例期間等と年金給付（国民年金）等との関係＞ 

 未納期間 学生納付特例期間 全額免除期間 

障害基礎年金 

遺族基礎年金 

受給資格期間に算入

されない。 

受給資格期間に「算

入される」。 

受給資格期間に算入

される。 

老齢基礎年金 受給資格期間に算入

されない。 

受給資格期間に算入

される。 

受給資格期間に算入

される。 

年金額に反映されな

い。 

年金額に「反映され

ない」。 

年金額に反映される 

（減額支給）。 

保険料（原則） 2 年間納付可能 「10 年間」追納可能 

 

問 40 正解 １ 難易度Ｂ 

１．不適切。空欄（ア）にあてはまる語句は、「医療費の 3 割」である。 

２.３.４.は適切。表を完成させると、次のようになる。 

＜後期高齢者医療制度および介護保険制度の自己負担割合等＞ 

 後期高齢者医療制度 介護保険制度 

自己負担割合 

 （原則） 

現役並み所得者：「医療費の 3 割」  

上記以外の者：医療費の１割 

65 歳以上の一定以上所得者：「サ

ービス利用料の 2 割」 

上記以外の者：サービス利用料の

1 割 

※在宅サービスには利用限度額が

ある。 

高額負担を軽減

する制度 

高額療養費：「1 ヵ月（同一月）」

の医療費の自己負担額（保険適

用分）が一定の上限額を超える

とき 

 ※入院時の食事代等は対象外 

高額介護サービス費：「1 ヵ月（同

一月）」の介護 サービスの利用者

負担額（保険適用分） が一定の上

限額を超えるとき 

※住宅改修費等は対象外 

高額医療・高額介護合算制度：  

同一世帯内で、「1 年間（8 月～翌年 7 月末）」における後期高齢者医

療の自己負担額と介護保険の利用者負担額の合算額（保険適用分）が、

一定の上限額および支給基準額の合計額を超えるとき 

※高額療養費等が支給される場合は、その額を差し引いた額が対象 

 


