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平成 28年９月 ３級ＦＰ技能検定／実技試験＜保険顧客資産相談業務＞ 

解答と解説 

 

 

【第 1問】 

番号 問 1 問 2 問 3 

正解 １ ２ １ 

配点 ３点 ４点 ３点 

 

＜問１＞ 正解 １ 

1)が正しい。 

老齢基礎年金の年金額は、20 歳から 60 歳になるまでの 40 年間保険料を支払った場合に

満額の年金額がもらえるしくみで、未納期間等がある場合には、その分年金額が減額され

る。具体的な計算式は、下記の通りである。 

                 保険料納付済月数（注 2） 
 満額の老齢基礎年金（注 1）×  ―――――――――――――― 
                     480 月 

（注 1）平成 28 年度価額では 780,100 円。 

（注 2）国民年金の保険料納付済期間、厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の加入期間

の合計（ただし、20 歳以上 60 歳未満の期間）。また、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さんの場合、保険料納付済月数は、国民年金の保険料納付済期間 290 月＋保険料納付

予定期間 127 月＝417 月で、平成 21 年 3 月以前に保険料全額免除期間が 27 月ある。 

年金額（平成 28 度価額）は、次のようになる。 

        417 月＋27 月×1／3 
 780,100 円× ――――――――――― ＝692,339 円 
           480 月 

 

＜問２＞ 正解 ２ 

1) 適切。国民年金基金は、国民年金の第１号被保険者の老齢基礎年金に上乗せする年金を

支給する任意加入の年金制度で、掛金の額は、加入者が選択した給付の型や口数、加入

時の年齢、性別で決まる。 
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2) 不適切。国民年金基金の老齢年金には、終身年金と確定年金があるが、終身年金は 65

歳支給開始、確定年金は 65 歳支給開始と 60 歳支給開始の型がある。 

＜国民年金基金の給付の型＞ 

Ａ型 Ｂ型 Ⅰ型 Ⅱ型 Ⅲ型 Ⅳ型 Ⅴ型 

65 歳支給 65 歳支給 65 歳支給 65 歳支給 60 歳支給 60 歳支給 60 歳支給 

終身年金

（15 年間

保証） 

終身年金

（保証期

間なし） 

15 年確定

年金 

10 年確定

年金 

15 年確定

年金 

10 年確定

年金 

5年確定年

金 

 （注）1 口目は終身年金、2 口目は終身年金･確定年金から選択。 

3) 適切。国民年金基金の掛金は、月額 68,000 円が限度で、その全額が社会保険料控除とし

て所得控除の対象となる。 

 

＜問３＞ 正解 １ 

1)の語句の組み合わせが適切。 

・国民年金の第 1 号被保険者ならびに任意加入被保険者は、国民年金の定額保険料（平成

28 年度は、月額 16,260 円）に月額「400」円の付加保険料を上乗せして納めることで、

受給する年金額を増やすことができる。 

・付加保険料を納付し、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『「200」

円×付加保険料納付済期間の月数』の算式で計算した額が付加年金として上乗せされる。

例えば、1 年間付加保険料（400 円×12 月＝4,800 円）を納付すれば、付加年金は 200

円×12 月＝2,400 円となるので、2 年で元が取れるお得な制度だと言える。 

・なお、「国民年金基金」に加入して掛金を納めた場合は、国民年金の付加保険料を納付す

ることはできない。 

 

【第 2 問】 

番号 問 4 問 5 問 6 

正解 ３ ２ ３ 

配点 ４点 ３点 ３点 

 

＜問４＞ 正解 ３ 

3)が正しい。 

●必要保障額＝遺族に必要な生活資金等の総額－遺族の収入見込み金額 

●遺族に必要な生活資金等の総額 

① 長男 C さん独立までの生活資金：25 万円×70％×12 ヵ月×22 年＝4,620 万円 

② 長男 C さん独立後の生活資金：25 万円×50％×12 ヵ月×34 年＝5,100 万円 
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③ A さんの葬儀費用：300 万円 

④ A さん死亡後の住居費（家賃）の総額：4,500 万円 

⑤ 長男 C さんの教育資金および結婚援助資金：1,500 万円 

①＋②＋③＋④＋⑤＝1 億 6,020 万円…（1） 

●遺族の収入見込み額 

⑥ 死亡退職金見込額と保有金融資産の合計額：2,300 万円 

⑦ A さん死亡後に妻 B さんが受け取る公的年金等の総額：6,200 万円 

⑥＋⑦＝8,500 万円…（2） 

●必要保障額 

（1）－（2）＝1 億 6,020 万円－8,500 万円＝7,520 万円 

 

＜問５＞ 正解 ２ 

1）適切。団体信用生命保険とは、住宅ローンの返済中にローン契約者が死亡または高度障

害になった場合、本人に代わって生命保険会社が、その時点の住宅ローン残高に相当す

る保険金を債権者に支払い、ローンが完済となるものである。契約者と保険金の受取人

が、ローン契約者ではなく金融機関となるのが特徴である。 

2）不適切。遺族が遺族年金を受け取るためには、死亡した人と生計が同一で生計維持要件

を満たす必要がある。生計維持要件とは、前年の収入が 850 万円未満もしくは所得が

655.5 万円未満である場合（この要件に該当しなくても近い将来（概ね５年以内に）該当

することが見込まれる場合）をいう。したがって、少しでも収入があると支給停止にな

るというのは不適切である。 

3）適切。子の教育にかかる費用は進路により大きく異なる。希望する進路をもとに、でき

るだけ具体的な金額で資産をすることが望ましいが、まだ子が小さく不確定な場合は、

統計データ等を参考に概算額を見積もって、できるだけ早期に準備を開始するとよい。 

 

＜問６＞ 正解 ３  

1）適切。＜問 4＞より必要保障額は 7,520 万円となったが、現在加入している生命保険の

死亡保険金額は 500 万円であり、不足していることが分かる。勤務先に保険期間 1 年の

任意加入の団体保険があれば、割安の保険料で死亡保障が確保できる可能性がある。そ

れ以外にも、様々な選択肢の中からニーズに合致した商品を検討することが望ましい。 

2）適切。学資（こども）保険とは、契約者が親、被保険者が子どもで、満期時や入学等の

節目に祝金（学資金）を受け取れる商品である。契約者である親が死亡した場合、以降

の保険料が免除になるものが一般的である。 

3）不適切。生命保険募集人に告知受領権はなく、募集人に対して傷病歴や現在の健康状態

を告げても、告知義務を果たしたことにはならない。 
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【第 3 問】 

番号 問 7 問 8 問 9 

正解 １ ２ ３ 

配点 ３点 ３点 ４点 

 

＜問７＞ 正解 １  

1)が適切。 

退職所得の金額は、「（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）で計算されるが、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）勤続年数は 1 年未満の端数がある場合、切り上げて 1 年とする。 

  

Ａさんの役員退職金は 5,000 万円で、役員在任期間（勤続期間）が 29 年 6 ヵ月→30 年

なので、退職所得の金額は次のようになる。 

［5,000 万円－｛800 万円＋70 万円×（30 年－20 年）｝］×1／2＝1,750 万円 

 

＜問８＞ 正解 ２  

終身保険において、契約者・死亡保険金受取人が法人、被保険者が役員・従業員の場合、

終身保険料は全額、保険料積立金として資産計上する。 

1）不適切。全額を定期保険料として損金算入している。 

2）適切。 

3）不適切。2 分の 1 を定期保険料として損金算入し、2 分の 1 を前払保険料として資産計

上している。 

 

＜問９＞ 正解 ３  

1）不適切。保険料払込満了時の払込保険料累計額は 7,500 万円、解約返戻金額は 7,900 万

円となり、差額の 400 万円は雑収入として経理処理をする。 

2）不適切。契約者貸付を利用できる上限は、利用時点での解約返戻金相当額の一定割合（70

～90％）である。 

3）適切。長男 B さんが死亡した場合、死亡保険金受取人は法人となっており、借入金の返

済や運転資金等に活用することができる。 
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【第 4 問】 

番号 問 10 問 11 問 12 

正解 １ ３ ２ 

配点 ３点 ３点 ４点 

 

＜問 10＞ 正解 １ 

 1)の語句の組み合わせが適切。 

ⅰ）青色申告をすることができる者は、「不動産所得」、事業所得または山林所得（「ふ・じ・

さん」と覚えると良い）を生ずべき業務を行う者である。 

ⅱ）事業所得や不動産所得を生ずべき事業を営む青色申告者は、その所得に係る取引を正

規の簿記の原則により記帳し、その記帳に基づいて作成された貸借対照表、損益計算

書その他の計算明細書を確定申告書に添付して、法定申告期限内に提出すれば、所得

金額から青色申告特別控除として、最高「65 万円」を控除することができる。なお、

以上の要件に該当しない場合には、10 万円の青色申告特別控除が受けられる。 

ⅲ）青色申告者が適用を受けられる税務上の特典として、上記の青色申告特別控除（65 万

円、65 万円の適用を受けられないときは 10 万円）の適用のほか、青色事業専従者給与

の必要経費算入、赤字が生じた場合には、翌年以後「3 年間」の繰越控除（純損失の繰

越控除）や、純損失の繰戻還付（前年分の所得税還付）などがある。 

 

＜問 11＞ 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（パートによる給与収入金額

でいえば 103 万円以下）の場合に適用が受けられるが、青色事業専従者として給与の支

払を受けている場合には、合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除の適用を受け

ることができない。 

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。 

  設例の場合、長男Ｃさんは 20 歳なので特定扶養親族に該当し、63 万円の扶養控除の適
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用を受けることができる。 

3) 不適切。高校生の二男Ｄさんは 17 歳なので、一般の控除対象扶養親族に該当し、38 万

円の扶養控除の適用を受けることができる。 

 

＜問 12＞ 正解 ２ 

2)が正しい。 

・事業所得の金額：500 万円 

・一時所得の金額 

契約者（保険料負担者）と満期保険金受取人が同一の養老保険（保険期間 20 年）の満期

保険金は、一時所得となる。一時所得の金額は、「総収入金額－収入を得るために支出した

費用（正味払込済保険料）－特別控除（最高 50 万円）」で計算されるが、設例の場合、満

期保険金 220 万円に対して、正味払込済保険料が 240 万円なので、一時所得の金額は赤字

となる。しかし、一時所得の赤字は損益通算の対象とならないので、事業所得の金額から

差し引くことはできない（所得がなかったものとして取り扱われる）。 

・総所得金額 

したがって、総所得金額は 500 万円となる。 

 

【第 5 問】 

番号 問 13 問 14 問 15 

正解 １ ２ １ 

配点 ３点 ３点 ４点 

＜問 13＞ 正解 １ 

1) 適切。公正証書遺言は、作成された遺言書の原本が公証役場に保管されるため、紛失や

改ざんのおそれがなく、安全性が高い遺言といえる。 

＜遺言の種類と特徴＞ 

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 
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2) 不適切。死亡保険金の非課税限度額は、「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、長女Ｃさん、二女Ｄさんの 3 人なので、死亡

保険金の非課税限度額は、500 万円×3 人＝1,500 万円となる。 

3) 不適切。契約者（＝保険料負担者）および死亡保険金受取人を長女Ｃさん、被保険者を

Ａさんとした場合、死亡保険金は一時所得として所得税･住民税の課税対象となるので、

相続税における死亡保険金の非課税金額の規定を活用することはできない。 

 

＜問 14＞ 正解 ２ 

2)が正しい。 

相続税の基礎控除額は、「3,000 万円＋600 万円×法定相続人の数」で算出される。 

Ａさんの相続における法定相続人は妻Ｂさん、長女Ｃさん、二女Ｄさんの 3 人であるの

で、基礎控除額は、「3,000 万円＋600 万円×3 人＝4,800 万円」である。 

  

＜問 15＞ 正解 １ 

1)が正しい。 

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するかにかかわら

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。 

①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 7,000 万円が明記されており、基礎控除額 4,800 万円から逆算すると、2 億 1,800

万円となる。 

②遺産に係る基礎控除額  

 基礎控除額は、4,800 万円（問 14 参照）である。 

③課税遺産総額  

2 億 1,800 万円－4,800 万円＝1 億 7,000 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） 

④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 7,000 万円×1／2＝8,500 万円 

8,500 万円×30％－700 万円＝1,850 万円 

・長女Ｃさん、二女Ｄさんそれぞれの相続税の総額の基となる税額 

1 億 7,000 万円×1／2×1／2＝4,250 万円 

4,250 万円×20％－200 万円＝650 万円 

・相続税の総額 

   1,850 万円＋650 万円×2 人＝3,150 万円 

 


