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平成２８年９月 ３級ＦＰ技能検定／学科試験 

解答と解説 

 

解答 

【第１問】 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

２ １ ２ ２ ２ ２ １ １ ２ ２ 

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

２ ２ ２ １ １ ２ １ ２ ２ １ 

(21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) 

２ １ １ ２ ２ ２ １ ２ １ １ 

 

【第２問】 

(31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) 

２ ３ １ ３ １ ３ １ １ ２ ２ 

(41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) 

３ ２ ３ １ １ ３ ２ ２ ２ １ 

(51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) 

１ ２ ２ １ １ ２ １ １ ２ ２ 

〈合格基準〉60 点満点で 36 点以上 （各１点） 
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【第 1問】 

(1) ２ 

 誤り。弁護士資格などの資格を有しないファイナンシャル・プランナーでも、顧客の任

意後見受任者となることはできる。任意後見契約を締結した段階での受任者は任意後見受

任者と呼ばれ、委任者の判断能力が低下し、任意後見監督人が選任されて任意後見が開始

されると任意後見人と呼ばれるようになるが、任意後見人の資格には制限はない。ただし、

破産者、本人に対して訴訟を提起したことがある者、不正な行為・著しい不行跡のある者

などは後見人の欠格事由となる。 

 

(2) １ 

 正しい。被保険者期間 20 年以上で定年退職した場合、基本手当の所定給付日数（基本手

当の支給を受けることができる日数）は、障害者等の就職困難者に該当する場合を除き、

最長 150 日である。 

 

(3) ２ 

 誤り。健康保険の傷病手当金は、業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事を休

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最長

1 年 6 ヵ月支給されるが、支給される額は、１日につき、原則として、当該被保険者の標準

報酬日額の 3 分の 2 相当額である。 

  

(4) ２ 

 誤り。公的介護保険の第 1 号被保険者が、公的介護保険の保険給付の対象となる介護サ

ービスを受けた場合の自己負担割合は、原則として、1 割であるが、一定以上の所得がある

人（単身で年金収入のみで 280 万円以上など）は 2 割負担となる。なお、40 歳～64 歳の第

2 号被保険者は、所得に関わらず 1 割負担である。 

 

 (5) ２ 

誤り。独立行政法人日本学生支援機構が取り扱う奨学金には、無利息の第一種奨学金と

利息が付く第二種奨学金があるが、第二種奨学金の利息は、年 3％を上限とする利息で、在

学中は無利息である。 

 

(6) ２ 

誤り。生命保険の保険料の計算において、一般に、予定利率を低く見積もるほど、保険

料が高くなり、予定利率を高く見積もるほど、保険料が低くなる。 

 

(7) １ 
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 正しい。払済保険は、現在契約している生命保険の以後の保険料の払込みを中止し、そ

の時点での解約返戻金相当額（注：既払込保険料ではない）をもとに、元の契約の保険期

間を変えずに、元の主契約と同じ種類の保険（または養老保険等）に切り替えるものをい

う。 

なお、保険料の払込みを中止し、その時点での解約返戻金相当額をもとに、元の契約の

保険金額を変えずに、定期保険に切り替えるものを延長（定期）保険という。 

 

(8) １ 

正しい。定額個人年金保険（保証期間付終身年金）では、保証期間中については被保険

者の生死にかかわらず年金を受け取ることができ、保証期間経過後については被保険者が

生存している限り年金を受け取ることができる。 

 

(9) ２ 

 誤り。リスク細分型自動車保険は、性別、年齢、運転歴、地域、使用目的、年間走行距

離その他の属性によって保険料を算定する保険である。このうち使用目的は、主に営業用、

通勤用、レジャー用・日常生活用に区分されるが、運転する機会･距離・時間が多いほど事

故に合う確立が高くなるので、業務用＞通勤用＞レジャー用･日常生活用の順に保険料が高

くなる。 

 

(10) ２ 

 誤り。家族傷害保険は、補償する範囲は普通傷害保険と同じだが、被保険者の範囲には、

被保険者本人だけでなく、被保険者の配偶者（内縁を含む）、被保険者本人またはその配偶

者と生計を共にする同居の親族（本人の 6 親等以内の血族および 3 親等以内の姻族）、被保

険者本人またはその配偶者と生計を共にする別居の未婚の子（これまでに婚姻歴がないこ

と）までが含まれる。 

 

(11) ２ 

 誤り。物価が継続的な下落傾向（デフレーション）にある場合、実質金利のほうが名目

金利よりも高くなる。 

実質金利は、「名目金利－物価上昇率（インフレ率）」で計算される。例えば、名目金利

が 5％、インフレ率が 2％なら、実質金利は 3％となり、反対に、デフレの状況で、名目金

利が 5％、物価上昇率が▲2％の場合は、5％－（－2％）＝7％となる。 

 

(12) ２ 

誤り。公募公社債投資信託は、ＮＩＳＡ口座に受け入れすることはできない。 
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＜NISA とジュニア NISA の概要＞（2016 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 

 

(13) ２ 

誤り。ETF とは、証券取引所に上場し、株価指数などに代表される指標への連動を目指

す投資信託で、「Exchange Traded Funds」の頭文字をとり ETF と呼ばれている。取引の

方法は上場株式と同様で、成行注文・指値注文や信用取引を行うことができる。 

 

(14) １ 

正しい。債券の価格と利回りは逆の関係にあり、価格の下落＝利回りの上昇、価格の上

昇＝利回りの低下という関係にあるが、短期利付債と長期利付債を比較した場合、他の条

件が同じであれば、一般に長期利付債のほうが金利変動に伴う債券価格の変動幅が大きい。 

また、表面利率（クーポンレート）の高い債券と低い債券を比較した場合、低い債券（低

クーポン債）のほうが金利変動に伴う債券価格の変動幅が大きい。 

 

(15) １ 

 正しい。配当利回り（％）は、「１株当たり配当金÷株価×100」の算式により算出され

る。 

 

(16) ２ 

誤り。所得税において、個人向け国債の利子を受け取ったことによる所得は、利子所得

となる。 

 

(17) １ 

正しい。所得税において、賃貸マンションなど不動産の貸付は、事業的規模に関係なく、
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不動産所得となる。 

 

(18) ２ 

誤り。人間ドックの受診費用は，その人間ドックによって特に異常が発見されなかった

場合は，医療費控除の対象にならない。なお、異常が見つかり治療を受けることになった

場合は、人間ドックの受診費用も医療費控除の対象になる。 

 

(19) ２ 

誤り。所得税において、配当控除は、税額控除に該当する。 

なお、上場株式の配当（配当所得）については、①総合課税、②申告分離課税、③申告

不要のいずれかを選択することができる。所得税の税額控除である配当控除の適用を受け

る場合は、総合課税を選択する必要があり、申告分離課税や申告不要の場合、配当控除の

適用はない。 

 

(20) １ 

 正しい。所得税の税額控除である住宅借入金等特別控除は、その適用を受けようとする

者のその年分の合計所得金額が 3,000 万円を超えるときは、適用を受けることができない。 

 ＜住宅借入金等特別控除の主な適用要件＞ 

①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。 

②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。 

③借入金の償還期間が 10 年以上であること。 

④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。 

 

(21) ２ 

 誤り。建物の床面積には、壁の内側で計る「内法（うちのり）面積」と、壁の中心線を

基準として測る「壁芯（へきしん）面積」がある。マンションなどの区分建物の場合は、

登記記録上の専有面積は内法面積で記録される。なお、マンション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面積で表示されているので、留意が必要である。また、

一戸建て住宅など区分建物を除く建物の床面積の登記記録は、壁芯面積により記録される。 

 

(22) １ 

正しい。宅地建物取引業者は、自ら売主となり宅地建物取引業者でない買主との間での

宅地または建物の売買契約の締結に際して、代金の額の 2 割を超える額の手付を受領する

ことができない。 
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(23) １ 

 正しい。借地借家法の規定によれば、借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地

権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができ

る。 

 

(24) ２ 

誤り。都市計画区域内の防火地域内に耐火建築物を建築する場合、建ぺい率については

下記のような緩和を受けることができるが、容積率については緩和規定はない。 

・指定建ぺい率が 80％の地域で、かつ防火地域内に耐火建築物を建築する場合･･･建ぺい

率は 100％（制限がない） 

・指定建ぺい率が 80％以外の地域で、かつ防火地域内に耐火建築物を建築する場合･･･

建ぺい率は 10％緩和 

なお、建ぺい率とは、建築面積（正確ではないが、建物の 1 階部分）の敷地面積に対す

る割合で、容積率とは、建物の延べ面積の敷地面積に対する割合である。 

 

(25) ２ 

誤り。不動産取得税は、不動産を取得したときに、登記の有無に関係なく課税される税

金で、贈与により不動産を取得したときにも課される。 

なお、相続により不動産を取得した場合には、不動産取得税は課税されない。 

 

(26) ２ 

誤り。公正証書遺言の場合、検認は不要である。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 
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検認 必要 不要 必要 

 

(27) １ 

 正しい。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、贈与税の配偶

者控除の適用を受けることができるが、控除額は、贈与税の基礎控除額 110 万円とは別に

2,000 万円である。 

 

(28) ２ 

 誤り。子が父の所有する土地を無償で借り受け、その土地の上に建物を建築した場合に

は、使用貸借となり、贈与税の課税対象とならない。 

父の土地を使用貸借して子が家を建てた場合、子が父から借地権相当額の贈与を受けた

ような形になるが、使用貸借による土地を使用する権利の価額はゼロとして取り扱われる

ので、贈与税は課税されない。なお、将来相続が発生した場合、この土地の価額は、他人

に賃貸している土地（貸宅地）ではなく、自分が使っている土地（自用地）として評価さ

れる。 

 

(29) １ 

正しい。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、

「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

まで、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。 

 

(30) １ 

 正しい。協議分割による遺産の分割は、共同相続人全員の協議により分割する方法であ

り、その分割については、必ずしも法定相続分に従う必要はない。 
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【第 2問】 

(31) ２ 

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をするためには、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 手持ちの資金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 

  

設問の場合、2)が正しい。利率（年率）１％で複利運用しながら毎年一定額を積み立て、

15 年後に 800 万円を準備する場合、必要となる毎年の積立金額は、減債基金係数を用いて

計算する。 

 8,000,000 円×0.0621（利率 1％・期間 15 年の減債基金係数）＝496,800 円 

   

(32) ３ 

 3)が正しい。全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者が、産科医療補償制度に加入する

医療機関で出産した場合の出産育児一時金の額は、１児につき「42万円」である。なお、

産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した場合は、40.4万円である。 

産科医療補償制度とは、分娩に関連して発症した重度脳性麻痺の子供とその家族の経済

的負担を補償するとともに、脳性麻痺の再発防止情報を提供することなどにより、産科医

療の質の向上を図ることを目的とした制度で、ほとんどの分娩機関が加入している。 

 

(33) １ 

1)が正しい。老齢厚生年金に加給年金額が加算されるためには、受給権者自身の厚生年金

保険の被保険者期間の月数が原則として「240 月」以上なければならない。 

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、定
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額部分や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 390,100 円（平

成 28 年度価額）である。 

 

(34) ３ 

3)が正しい。確定拠出年金の企業型年金において、マッチング拠出により加入者が拠出し

た掛金は、その「全額」が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる。 

確定拠出年金の企業型年金は、基本的に会社が掛金を拠出する仕組みであるが、平成 24

年より、加入者（従業員）自らも一定の範囲内で事業主の掛金に上乗せ拠出ができるマッ

チング拠出が可能となっている。 

 

(35) １ 

1)が正しい。長期固定金利住宅ローンのフラット35（買取型）の融資金額は、100万円以

上「8,000万円」以下で、建設費または購入価額（非住宅部分に関するものを除く）以内と

されている。 

 

(36) ３ 

3)が正しい。生命保険契約は、国内銀行で申込みをした場合であっても、「生命保険契約

者保護機構」による補償の対象とされ、当該契約の保険者である生命保険会社が破綻した

ときには、破綻時点における補償対象契約の「責任準備金等」の 90％（高予定利率契約を

除く）までが補償される。 

 

(37) １ 

 1)が正しい。いわゆるクーリング･オフの規定で、保険契約の申込者等が保険契約の申込

みの撤回等に関する事項を記載した書面を交付された場合、原則として、その交付日と申

込日とのいずれか遅い日から起算して「8日」以内であれば、書面により申込みの撤回等を

することができる。 

 

(38) １ 

1)が正しい。特定疾病保障定期保険では、被保険者が、がん・「急性心筋梗塞」・脳卒中に

より所定の状態に該当したとき、特定疾病保険金が支払われる。 

 

(39) ２ 

2)が正しい。収入保障保険の被保険者が死亡し、保険金受取人が保険金を死亡時に一括で

受け取る場合の受取額は、保険金を年金形式で受け取る場合の受取総額と比べて「少ない」。 
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(40) ２ 

 2)が正しい。地震保険料は、所得税･住民税の所得控除である地震保険料控除の対象とな

り、所得税では「５万円」を限度額として、その年に支払った地震保険料の全額が控除対

象額になり、住民税では「２万5,000円」を限度額として、その年に支払った地震保険料の

２分の１が控除対象額になる。 

 

(41) ３ 

3)が正しい。決算時に運用実績等により支払われる追加型株式投資信託の収益分配金は、

投資家の個別元本により普通分配金と元本払戻金（特別分配金）に区分される。普通分配

金は、配当所得として課税対象になるのに対し、元本払戻金（特別分配金）は、投資家の

元本の一部が払い戻されたものなので、非課税扱いになる。 

収益分配金はファンドの財産から支払われるので、収益分配金が支払われると、その分

だけファンドの財産的価値である基準価額は下落する。これを分配落ちという。また、元

本払戻金（特別分配金）が支払われると、投資家の個別元本はその分だけ下方に修正され

る。 

 以上を踏まえたうえで、設問をみると、１口購入したときの基準価額 1 万 200 円が分配

前の個別元本で、400 円の収益分配金が支払われた分配落ち後の基準価額 1 万 100 円が分

配後の個別元本となる。したがって、1 万 200 円－1 万 100 円＝「100 円」が非課税扱いの

元本払戻金（特別分配金）となり、400 円－100 円＝「300 円」が普通分配金として課税対

象となる。 

 

普通分配金 300 円 

（課税：20.315％） 

特別分配金 100 円 

（非課税） 

 

 

10,100 円 

 

 

 

 

 

分配前の基準価額 

（10,500 円） 

分配前の個別元本の額 

（10,200 円） 

分配金 400

円 

 
分配落ち後の基準価額 

（10,100 円） 

分配後の個別元本の額 

（10,100 円） 
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(42) ２ 

2)が正しい。固定利付債券の単利最終利回りを算出する計算式は、次の通り。  

        額面（100 円）－買付価格 
  表面利率＋―――――――――――――― 
            残存期間 
 ―――――――――――――――――――――― ×100 
         買付価格 

したがって、表面利率（クーポンレート）0.10％，残存期間 5 年の固定利付債券を，額

面 100 円当たり 101.65 円で購入した場合の単利最終利回りは， 

      100 円－101.65 円 
  0.1＋――――――――― 
         5 年 
 ――――――――――――― ×100＝－0.23％（小数点以下第 3 位を四捨五入） 
     101.65 円 

 

(43) ３ 

3)が正しい。円をユーロに換えて、ユーロ建て外貨預金に預け入れる場合、TTS レート

を適用する。したがって、設問の場合、円貨の額は「10,000 ユーロ×124.34 円（TTS）＝

1,243,400 円」となる。 

 

(44) １ 

1)が正しい。オプション取引において、将来の一定期日または一定期間内に、株式などの

原資産を特定の価格（権利行使価格）で買う権利のことを「コール」・オプションといい、

売る権利のことをプット･オプションという。 

コール・オプションの買い手は、オプションの対象となっている原資産の市場価格が権

利行使価格よりも値上がりすれば、高い価格のものを安い権利行使価格で買えることにな

るので利益が得られる。その際、価格の値上がりには理論上限度がないので、無限定の利

益が期待できることになる。一方、設問のように、コール・オプションの対象となってい

る原資産の市場価格が権利行使価格より安くなった場合は、市場で直接その商品を買った

ほうが有利になる。その場合、権利は行使しないで「放棄することができる」。この場合、

オプションの買い手の損失は支払ったオプション料に限定される。 

 

(45) １ 

1)が正しい。２つの異なる資産の値動きの相関関係（片方の資産が値上がりするとき、も

う片方の資産は値下がりするなどの関係）を－１から＋１の範囲の数値で表したものが相

関係数である。相関係数＝－１のときは資産同士が全く逆に動く、相関係数＝０のときは

資産同士は全く関係ない動きをする、相関係数＝＋１のときは資産同士が全く同じ動きを

する、ことを表している。 

値動きの異なるものを組み合わせることで全体として変動が相殺され、安定的な収益が
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得られるようになることをポートフォリオ効果＝分散投資効果といい、リスク（不確実性･

ばらつきの度合い）が軽減される。この分散投資効果が最も大きくなるのは、資産間の相

関係数が「－１」のときである。相関係数が＋１である場合、両資産が同じ値動きをする

ため、理論上、分散投資によるリスク軽減効果が得られないといえる。 

 

(46) ３ 

3)が正しい。所得税の退職所得の金額は、「（その年中の退職手当等の収入金額－退職所得

控除額）×1／2」（勤続年数が 5 年以下の役員等に対して支払う特定役員退職手当等につい

ては 1／2 課税の適用はない）で計算される。 

なお、退職所得控除額は勤続年数に応じて、次のように計算する。 

勤続年数 退職所得控除額 

20 年以下 40 万円×勤続年数 

20 年超 800 万円＋70 万円×（勤続年数－20 年） 

（注）勤続年数に１年未満の端数がある場合は、１年に切り上げて計算する。 

 

(47) ２ 

2)が正しい。設問の場合、一時所得の金額は、600 万円（満期保険金）－500 万円（正味

払込済保険料）－50 万円（特別控除）＝「50 万円」となり、その 2 分の 1 相当額が総所得

金額に算入される。 

 

(48) ２ 

2)が正しい。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。 

扶養親族が長男（21 歳）および長女（14 歳）の 2 人である場合、長男は特定扶養親族に

該当し、長女は 16 歳未満なので控除対象扶養親族には該当しない。したがって、扶養控除

の控除額は、「63 万円」である。 

 

(49) ２ 
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2)が正しい。所得税において，所得金額の計算上生じた損失（赤字）の金額を，他の所得

の黒字の金額と損益通算することができるのは、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡

所得（「ふ･じ･さん･じょう」などと覚えると良い）の 4 つである。 

したがって、設問の 3 つの所得のうち、他の所得の金額と損益通算することができるの

は「事業所得」で、雑所得、一時所得については、たとえ赤字になったとしても、他の所

得と損益通算することができない。 

 

(50) １ 

1)が正しい。その年の1月16日以後新たに業務を開始した居住者が、その年分から所得税

の青色申告の承認を受けようとする場合、原則としてその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」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 

 

(51) １ 

1)が正しい。建ぺい率は，建築物の「建築面積」（厳密ではないが、建物の 1 階部分）の

敷地面積に対する割合のことである。設問の場合、建ぺい率は、80㎡÷200㎡×100＝「40％」

である。 

なお、容積率（延べ面積の敷地面積に対する割合）は、120 ㎡÷200 ㎡×100＝60％であ

る。 

 

(52) ２ 

2)が正しい。農地法の規定によれば、所有する農地を自宅の建築を目的として宅地に転用

する場合、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならないが、「市街化区域」内

にある一定の農地において、あらかじめ「農業委員会」に届け出る場合は、この限りでな

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 

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 

 

(53) ２ 

2)が正しい。土地･建物を譲渡した場合、課税譲渡所得金額は「譲渡収入金額－（取得費

＋譲渡費用）－特別控除（居住用財産の場合 3,000 万円など）」で算出され、それに税率を

乗じて税額が計算されるが、取得費が不明である場合には、譲渡収入金額の「5％」相当額
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を取得費とすることができる。 

なお、税率は、所有期間により次のようになっている。 

譲渡した年の「1 月 1 日」現在の所有期間 所得税（復興特別所得税を含む） 住民税 

5 年以下（短期譲渡） 30.63％ 9％ 

5 年超（長期譲渡） 15.315％ 5％ 

「10 年」超（軽減税率の特例） 6,000 万円以下の部分：10.21％ 4％ 

6,000 万円超の部分  ：15.315％ 5％ 

 

(54) １ 

1)が正しい。土地・家屋に係る固定資産税の課税標準となる価格は、原則として、「3 年」

ごとの基準年度において評価替えが行われる。 

 

(55) １ 

 1)が正しい。投資総額 8,000 万円の賃貸用不動産の年間収入の合計額が 500 万円，年間

費用の合計額が 300 万円である場合，この投資の純利回り（ＮＯＩ利回り）は次のように

なる。 

 （500 万円－300 万円）÷8,000 万円×100＝「2.50％」 

 

(56) ２ 

2)が正しい。相続の放棄をしようとする者は、原則として、自己のために相続の開始があ

ったことを知った時から「3 ヵ月」以内に、その旨を「家庭裁判所」に申述しなければなら

ない。 

相続の仕方には、単純承認、限定承認、相続放棄の３つがあるが、ポイントをまとめる

と次のようになる。 

＜相続の仕方＞ 

 内容 手続き 

単純承認 相続人が被相続人の権利義務を無限

定に承継すること 

限定承認も相続放棄もしない場合、

単純承認したものとみなされる。 

限定承認 相続人が被相続人のプラスの財産

（預貯金等）の範囲内でマイナス

の財産（債務等）を引き継ぐ方法 

相続開始後 3 ヵ月以内に家庭裁判所

に申述。 

共同相続人全員で行う必要がある。 

相続放棄 被相続人のプラスの財産もマイナ

スの財産もいっさい相続しない 

相続開始後 3 ヵ月以内に家庭裁判所

に申述。 

単独で行うことができる。 

 

(57) １ 
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 1)が正しい。基礎控除額は、「3,000 万円＋600 万円×法定相続人の数」で計算されるが、

「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

まで、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（被相続人に 1 人の実子と 3 人の養子がいる場合）、「法定相続人の数」に被

相続人の養子を「1 人まで含めることができる」。 

 

(58) １ 

1)が正しい。設問の場合、相続人は配偶者と兄弟姉妹なので、法定相続分は、妻Ｂさんは

4 分の 3、妹Ｃさんは「4 分の 1」となる。 

 

(59) ２ 

 2)が正しい。「配偶者に対する相続税額の軽減」の規定の適用を受けた場合、配偶者の取

得する財産の価額が、相続税の課税価格の合計額に対する配偶者の法定相続分相当額、あ

るいは「1 億 6,000 万円」まで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。 

 

(60) ２ 

 2)が正しい。相続人が相続により取得した宅地が「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」における特定事業用宅地等に該当する場合，330 ㎡を限度面積として評

価額の 80％を減額することができる。 

 したがって、当該宅地の面積が 400 ㎡の場合、減額される金額は、次の算式により算出

される。 

          330 
 宅地の評価額× ―――― ×80％ 
          400 

 

＜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 

（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％ 

 


