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平成２８年５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 

解答と解説 
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問題 1 正解 ２ 難易度Ａ 

１．適切。ファイナンシャル・プランナーが、顧客の相談に対して、投資信託には元本保

証および利回り保証のいずれもないことや、投資信託説明書（交付目論見書）を読ん

で商品性を理解する必要があることを説明することは、適切な行為である。 

２．不適切。ファイナンシャル・プランナーが、顧客から預かっていた確定申告書の控え

のコピーを、顧客から同意を得ることなく他者に渡す行為は、守秘義務違反等に該当

し、不適切な行為である。 

３．適切。ファイナンシャル・プランナーが、顧客からの求めに応じて、顧客の代理人（任

意後見受任者）となることを引き受け、任意後見契約を締結することは、問題はない。 

４．ファイナンシャル・プランナーのＤさんは、関連資料として、国税庁ホームページか

ら入手した相続・贈与税関係の法令解釈通達のコピーを顧客に渡すことは、問題はな

い。 

 

問題２ 正解 １ 難易度Ａ 

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 

１．不適切。現在保有する資金を一定期間、一定の利率で複利運用した場合の将来の元利

合計額を試算する際、保有する資金の額に乗じる係数は、終価係数である。 

２．３．４．適切。 

  

問題３ 正解 ２ 難易度Ｂ 

１．不適切。医療費の一部負担金（自己負担額）の割合は、被保険者・被扶養者の年齢に
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より、原則として次のようになっている。 

小学校入学前 小学生～69 歳 70 歳～74 歳 75 歳以上  

2 割 3 割 2 割 1 割 一般・低所得者 

3 割 3 割 現役並み所得者 

  

２．適切。70 歳未満の被保険者が受けた療養に係る高額療養費の自己負担限度額は、被保

険者の所得状況等に応じて設定されている。 

３．不適切。傷病手当金は、被保険者が、業務外の事由による負傷または疾病の療養のた

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 ヵ月間支給される。 

４．不適切。健康保険の被保険者が業務以外の事由により病気やけがをしたときは、かか

った費用のうち自己負担の割合に応じた金額を支払うだけで、治療を受けることがで

きる。これを療養の給付というが、妊婦健康診査は、療養の給付の対象とならない。

ただし、出産に対しては、出産育児一時金や出産手当金などが健康保険から給付され

る。 

 

問題４ 正解 ３ 難易度Ｂ 

１．不適切。国民年金の第 3 号被保険者は、第 2 号被保険者に扶養される 20 歳以上 60 歳

未満の配偶者である。第 2 号被保険者の被扶養配偶者である 62 歳の妻は、第 3 号被保

険者に該当しない。 

２．不適切。学生であっても 20 歳以上であれば国民年金の第 1 号被保険者となり、保険料

の納付が義務づけられているが、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。この制度は、本人の所得が一定金額（118 万円＋

扶養親族等の数×38 万円＋社会保険料控除等）以下の学生が対象となる。なお、家族

の所得の多寡は問わない。 

３．適切。第１号被保険者である 30 歳未満（注）の者（学生を除く）は、保険料の納付が

困難な場合、本人と配偶者の前年（1 月から 6 月までに申請の場合は前々年）の所得金

額が一定金額（（扶養親族等の数＋1）×35 万円＋22 万円）以下であれば、若年者納付

猶予制度の適用を受けることができる。 

（注）平成 28 年 7 月以降は 50 歳未満となり、名称も単に「保険料納付猶予制度」と

なっている。 

４．不適切。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、海外居住中は国民年金への加入義務はない。ただし、20 歳以上 65 歳未満

の海外に居住する日本人（第 2 号，第 3 号被保険者を除く）は国民年金に任意加入す

ることができる。なお、第 2 号・第 3 号被保険者は、海外に在住していても第 2 号・

第 3 号被保険者になることができる。 
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問題５ 正解 ４ 難易度Ｂ 

１．適切。厚生年金保険の強制適用事業所となるのは、株式会社などの法人の事業所のほ

か、従業員が常時 5 人以上いる個人の事業所についても、農林漁業、サービス業など

の場合を除いて厚生年金保険の強制適用事業所となる。また、強制適用事業所以外の

事業所であっても、従業員の半数以上が厚生年金保険の適用事業所となることに同意

し、事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受けることにより適用事業所となること

ができる。 

２．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。 

３．適切。厚生年金保険では、被保険者が受け取る給与（残業手当や通勤手当なども含め

た給与）を一定の幅で区分した報酬月額に当てはめて決定した標準報酬月額を、保険

料や年金額の計算に用いている。標準報酬月額は、1 等級（9 万 8 千円）から 30 等級

（62 万円）までの 30 等級に分かれている。なお、健康保険も同様の標準報酬月額を用

いるが、区分は 1 等級（5 万 8 千円）から 50 等級（139 万円）となっている。 

４．不適切。産前産後休業･育児休業をしている被保険者に係る厚生年金保険の保険料は、

所定の手続きにより、被保険者負担分・事業主負担分とも免除される。 

 

問題６ 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 年度から 10 年に短縮される

見通しである。 

２．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 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 0.5％減額される。 

３．不適切。付加年金は、国民年金の第 1 号被保険者が定額の国民年金保険料（平成 28 年

度の場合、月額 16,260 円）の他に付加保険料（月額 400 円）を支払うと、老齢基礎年

金に付加年金（200 円×付加保険料納付済月数）が加算される制度である。この付加年

金の受給権者が老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ支給をすると、付加年金も連動して繰

上げ・繰下げ支給される。減額率や増額率は老齢基礎年金と同じである。 

４．適切。振替加算とは、配偶者（こでは夫とする）の老齢厚生年金に加算されている加
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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がされるも

のであるが、この振替加算の支給事由が生じた場合は、その事由が生じた月の翌月の

老齢基礎年金から振替加算の加算が行われる。 

 

問題７ 正解 ３ 難易度Ｂ 

１．適切。遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者または被保

険者であった者によって生計を維持していた「子のある配偶者」または「子」である。

この場合の子とは、18 歳到達年度の末日までの間にある子（障害者は 20 歳未満）をい

う。 

２．適切。死亡一時金と寡婦年金は、選択によりその一方のみが支給される。死亡一時金

とは、国民年金の第 1 号被保険者として 36 月以上保険料を納めた人が、老齢基礎年金・

障害基礎年金を受けることなく死亡したときに遺族が受給できる一時金（保険料の納

付期間に応じて 12 万円～32 万円）である。寡婦年金とは、第 1 号被保険者として 25

年以上保険料を納付した夫が死亡した時に、10 年以上婚姻関係にあり、生計を維持さ

れていた妻に対して 60 歳から 65 歳になるまでの間支給される年金で、年金額は夫の

老齢基礎年金額の 4 分の 3 である。 

３．不適切。遺族厚生年金の額は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記

録を基に計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の 4 分の 3 相当額である。 

４．適切。中高齢寡婦加算とは、次の①か②のいずれかに該当する妻が受ける遺族厚生年

金に 65 歳になるまで加算されるもので、加算額は 585,100 円（平成 28 年度価額）で

ある。 

①夫が亡くなったとき、40 歳以上 65 歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻 

②遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻（40 歳に達した当時、子がい

るため遺族基礎年金を受けていた妻に限る）が、子が 18 歳到達年度の末日に達した

ため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき。 

 

問題８ 正解 ３ 難易度Ｂ 

１．適切。国民年金基金に加入している国民年金の第１号被保険者は、確定拠出年金の個

人型年金にも併せて加入することができる。拠出限度額は、国民年金基金と個人型年

金を合算して月額 68,000 円である。 

２．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拠出ができるマッ

チング拠出が可能となった。このマッチング拠出において、加入者自らが拠出できる

掛金の額は、事業主掛金と合計で、拠出限度額（他の企業年金を併用していない場合

は月額 55,000 円、他の企業年金を併用している場合は月額 27,500 円）までである。

ただし、企業型年金の主たる拠出者は事業主であるという考えにもとづき、事業主の
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掛金を加入者本人の掛金が上回ることはできない。 

３．不適切。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。10 年に満たない場合は、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 歳となっている。 

４．適切。企業型年金加入者掛金（マッチング拠出による加入者が拠出する掛金）は、そ

の全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となる。個人型年金の掛金も同様である。 

 

問題９ 正解 １ 難易度Ｂ 

１．不適切。融資を申し込むことができるのは、70 歳未満の人（親子リレー返済を利用す

る場合は、70 歳以上も可）である。 

２．適切。フラット 35 は、所定の要件を満たせば、既存の住宅ローンの借換えに利用する

ことができる。 

３．適切。住宅金融支援機構のインターネットサービス「住・Ｍｙ Ｎｏｔｅ」を利用して

一部繰上げ返済を申し込む場合、返済可能な金額は原則として 10 万円以上である。 

４．適切。融資期間は、15 年（60 歳以上の場合は 10 年）以上で、かつ、次の①または②

のいずれか短い年数が上限となる。①「80 歳」－「申込時の年齢」、②35 年。したが

って、融資申込時の申込者の年齢が 62 歳の場合、融資期間は 10 年以上 18 年以下とな

る。 

 

問題 10 正解 ４ 難易度Ａ 

１．適切。売上原価は、期首の在庫（期首商品棚卸高）と期中の商品仕入高の合計から期

末の在庫（期末商品棚卸高）を差し引いたものである。 

２．適切。販売費及び一般管理費は、会社の販売や一般管理業務に関して発生した費用で

あり、役員報酬、従業員給与、通信費、商品保管のための倉庫賃借料、減価償却費な

どが該当する。 

３．適切。営業外費用は、本来の営業活動以外に要した費用であり、支払利息や社債利息

などが該当する。 

４．不適切。ＲＯＥ（株主資本利益率）は、株主資本（自己資本、純資産）を元として、

どれだけの利益を上げたかを見る指標で、当期純利益÷株主資本×100 で求められる。 

 

問題 11 正解 ２ 難易度Ａ 

１．適切。養老保険の保険料計算に際し、予定死亡率を高く設定すると死亡保険金支払い

にあてるための必要額が大きくなり、保険料は高くなる。 

２．不適切。個人年金保険の保険料計算に際し、予定死亡率を低く設定すると、年金支払

に必要な予定額が大きくなるため、保険料は高くなる。 
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３．適切。予定利率を低く設定すると、保険料を計算する際の割引率が低くなるため、保

険料は高くなる。 

４．適切。予定事業費率を低く設定すると、事業運営上必要な経費予定額を低く抑えてい

るため、保険料は安くなる。 

予定死亡率 過去の統計をもとに性別・年齢別の死亡者数（生存者数）を予測し、将来

の保険金などの支払いにあてるための必要額を算出する際に用いられる死

亡率のこと。 

予定利率 生命保険会社は資産運用による一定の収益をあらかじめ見込んで、その分

だけ保険料を割り引いている。その割引率を予定利率という。 

予定事業費率 生命保険会社は契約の締結・保険料の収納・契約の維持管理などの事業運

営に必要な諸経費をあらかじめ見込んでいる。これを予定事業費率という。 

 

問題 12 正解 ４ 難易度Ａ 

１．適切。自動振替貸付制度とは、保険料の払込猶予期間満了までに保険料が払い込まれ

なかった場合、保険料相当額を解約返戻金の範囲内で自動的に貸し付け、保険料払込

に充当する制度である。 

２．適切。保険金額の減額とは保険の一部を解約するもので、以後は残りの部分の保険料

支払となるため、保険料の負担は軽減される。 

３．適切。延長保険とは、保険料の払込を中止し、その時点の解約返戻金を保険料に充当

して従前の契約と同じ保険金額の定期保険に変更するものである。従前の保険期間よ

り長くすることはできず、各種特約は消滅する。 

４．不適切。払済保険とは、保険料の払込を中止し、その時点の解約返戻金を従前の契約

と同じ保険期間の一時払の養老保険または従前の主契約と同じ種類の保険契約に変更

するものである。変更後の保険金額は従前のものよりも小さくなるのが一般的であり、

各種特約は消滅する。 

 

問題 13 正解 ４ 難易度Ａ 

１．適切。養老保険とは、保険期間中の死亡もしくは高度障害状態には死亡・高度障害保

険金が、満期まで生存していれば死亡・高度障害保険金と同額の満期保険金が受け取

れるものである。 

２．適切。終身保険とは、死亡・高度障害保障が一生涯続くものだが、保険料の払込が一

定年齢で終了する有期払込、生きている限り保険料を払い込む終身払込、全保険期間

分の保険料を契約時にまとめて払い込む一時払いがある。 

３．適切。収入保障保険とは被保険者が死亡もしくは高度障害状態になった場合、保険金

を一時金ではなく年金形式で受け取る保険である。受取の際には年金ではなく一時金

で受け取ることもできるが、年金で受け取る合計額よりも保険金額は割り引かれる。 
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４．不適切。こども保険とは、子どもの教育資金の準備を目的とする保険である。契約者

を親、被保険者を子どもとするが、子どもが死亡した場合は既払込保険料相当額が支

払われ、親が死亡した場合には、それ以降の保険料払込が免除となるものが一般的で

ある。 

 

問題 14 正解 ４ 難易度Ｂ 

１．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すべての条件を満

たす必要がある。 

・年金の受取人は保険料もしくは掛金の払込をする者（納税者本人）かその配偶者 

・保険料等は年金の支払いを受けるまでに 10 年以上の期間にわたって定期に支払うこ

と 

・年金の支払いは、年金受取人の年齢が原則として満 60 歳になってから支払うとされ

ている 10 年以上の定期または終身の年金であること 

・被保険者等の重度の障害を原因として年金の支払いを開始する 10 年以上の定期年金

または終身年金も対象 

２．適切。個人の契約者が受け取った解約返戻金は一時所得として課税対象となる。その

年度中に他の一時所得があった場合には合算して計算する。 

一時所得の金額＝解約返戻金－正味払込保険料総額※－特別控除（50 万円） 

総所得金額に算入する金額＝一時所得の金額×1／2 

※払込保険料総額－配当金の合計額 

ただし、一定の条件の生命保険を 5 年以内に解約した場合、金融類似商品として差益

に対して源泉分離課税が行なわれる。 

３．適切。契約者と年金受取人が異なる場合、年金受取開始時に年金受取人が契約者から

贈与により年金受給権を取得したものとみなされ、贈与税が課税される。 

４．不適切。個人年金保険から受け取る年金は雑所得とされるが、公的年金等とは区別さ

れ公的年金等控除の適用はない。 

 

問題 15 正解 ２ 難易度Ｂ 

１．適切。契約者（=保険料負担者）を法人、死亡保険金受取人を法人とする定期保険特約

付終身保険において、終身保険の保険料は保険積立金として資産に計上し、定期保険

特約（10 年更新）の保険料は定期保険料として損金に算入する。 

２．不適切。契約者（=保険料負担者）を法人、死亡保険金受取人を法人とする長期平準定

期保険は、保険期間の前半 6 割相当期間においては保険料の 2 分の 1 を前払保険料と

して資産計上し、残りの 2 分の 1 を定期保険料として損金に算入することができる。 

３．適切。契約者（=保険料負担者）を法人、死亡および満期保険金受取人を法人とする養

老保険（特約は付加されていない）の保険料は、保険積立金として資産に計上する。 
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４．適切。契約者（=保険料負担者）を法人、死亡給付金および年金受取人を法人とする個

人年金保険（特約は付加されていない）の保険料は、保険積立金として資産に計上す

る。 

 

問題 16 正解 ２ 難易度Ａ 

１．適切。火災保険では地震、噴火、これらを原因とする津波による損害は免責となって

おり、地震保険を付帯することにより、これらの損害をカバーすることができる。 

２．不適切。地震保険の保険料は、保険対象である建物および家財を収容する建物の構造、

所在地により算出する。 

３．適切。割引制度として、「建築年割引」「耐震等級割引」「免震建築物割引」「耐震診断

割引」の 4 種類が設けられており、建築年または耐震性能により 10％～50％の割引が

適用される。重複しての適用はない。 

４．適切。保険金額は、火災保険の保険金額の 30％～50％の範囲内で地震保険の保険金額

を決めることが可能である。ただし、建物は 5,000 万円、家財は 1,000 万円が限度。 

 

問題 17 正解 ３ 難易度Ａ 

１．不適切。保険契約者本人もしくは保険契約者と生計を共にする配偶者、その他の親族

が所有し、常時住居として使用される建物または家財を保険の対象とする地震保険契

約が地震保険料控除の対象となる。 

２．不適切。地震保険は火災保険に付帯して契約するが、地震保険料控除の対象となるの

は地震保険に関する保険料である。 

３．適切。1 年間の保険料が、所得税は 5 万円まで、住民税は 2 万 5,000 円までが控除対象

になる。1 年を超える長期契約で保険料を一時払にしている場合、1 年分に換算して毎

年控除を受けることが可能である。 

４．不適切。年末調整が受けられる給与所得者の場合、保険会社が発行する保険料控除証

明書を勤務先に提出すれば、地震保険料控除の適用受けることができる。 

 

問題 18 正解 １ 難易度Ａ 

１．不適切。先進医療特約の支払対象となる先進医療とは、療養を受けた時点において、

厚生労働大臣が定める先進医療として行われるものが一般的である。 

２．適切。特定（三大）疾病保障定期保険とは、死亡したときは死亡保険金が、高度障害

状態になったときは高度障害保険金が、特定（三大）疾病で所定の状態に該当したと

きは特定（三大）疾病保険金が支払われるものである。いずれかの保険金を受け取っ

た時点で契約は消滅する。保険期間中、特定疾病保険金の支払事由が発生せず、被保

険者が所定の高度障害状態になった場合、高度障害保険金が支払われる。 



10 

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

３．適切。リビング・ニーズ特約とは、被保険者の余命が 6 ヵ月以内と医師によって診断

された場合に、所定の範囲内で死亡保険金の一部または全部を請求することができる

ものである。特約にかかる保険料は不要であるが、保険金を前払いする場合は 6 ヵ月

分の保険料と利息が受取額から差し引かれる。 

４．適切。介護保険とは、寝たきりや認知症で介護が必要になった場合に、介護一時金や

介護年金が支払われるものである。支払要件を保険会社が定める所定の介護状態とす

るものと、公的介護保険の要介護度に連動して給付するものがある。 

 

問題 19 正解 ４ 難易度Ａ 

１．適切。海外旅行（傷害）保険とは、被保険者が海外旅行を目的として住居を出発して

から帰着するまでの間に被る可能性のあるリスクを補償する保険である。海外旅行中

に被ったケガや病気による死亡・後遺障害・治療費用のほか、賠償責任、携行品損害、

救援者費用などを補償する。 

２．適切。人身傷害補償保険とは、被保険者が契約自動車に搭乗中の事故だけでなく、他

の自動車に搭乗中の事故や歩行中の自動車事故など、過失割合にかかわらず保険金額

を限度に、実際の損害額を支払うものである。 

３．適切。個人賠償責任保険とは、個人またはその家族が、日常生活で誤って他人にケガ

をさせたり他人の物を壊したりして、損害賠償金や弁護士費用などを負担した場合の

損害を補償する保険である。 

４．不適切。所得補償保険は病気やケガによって就業不能となった場合に、被保険者が喪

失する所得に対し保険金を受け取れるものであり、出産を原因とするものは対象外で

ある。 

 

問題 20 正解 １ 難易度Ｂ 

１．不適切。役員や従業員が在職中に死亡し、その遺族に対して弔慰金を支給する場合、

弔慰金（葬祭料や花輪料などの名目で支給されるものも含む）を支出した法人側にお

いては、その弔慰金が社会通念上適正妥当な金額であれば、福利厚生費として全額を

損金の額に算入することができる。受け取った遺族側は、業務上の死亡では普通給与

36 ヵ月分、業務外では 6 ヵ月分までの金額が相続税非課税となる。それを超える部分

は死亡退職金として扱われる。普通給与とは俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手

当、特殊勤務地手当などの合計額をいう。 

２．適切。長期平準定期保険は保険期間満了時に満期保険金はなく、解約返戻金もゼロに

なる。しかし、契約が長期にわたるため、保険期間の途中までは解約返戻金が増え続

け、解約返戻金がピークをむかえた後は徐々に減り続ける。保険期間の途中に役員の

退職年齢を設定しておけば、勇退時の退職慰労金として活用できる。 
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３．適切。契約者（保険料負担者）および死亡保険金受取人を法人、被保険者を役員とす

る終身保険は、役員退任時に契約者を役員、死亡保険金受取人を役員の遺族に変更す

ることにより、変更時点での保険契約の解約返戻金及び積立配当金を退職金の一部と

することができる。資産を取り崩す際には、それまで資産計上していた保険積立金及

び配当積立金との差額は雑収入もしくは雑損失として処理する。 

４．適切。契約者（保険料負担者）を法人、被保険者を役員または従業員、満期保険金受

取人を法人、死亡保険金受取人を被保険者の遺族とする養老保険は、法人が支払う養

老保険の保険料の 2 分の 1 を保険金積立金として資産に計上し、残り 2 分の 1 を福利

厚生費として損金に算入する。ただし、役員、部課長、その他特定の者のみを加入さ

せる場合は福利厚生費とはならず、被保険者の給与となる。保険金額は勤続年数や年

齢等の客観的な基準によって差をつけることは可能だが、あくまでも合理的な基準に

基づくものであり、かつ、社内規程によって明確にする必要がある。 

 

問題 21 正解 １ 難易度Ｂ  

１．適切。預金は、預入期間（＝満期）に定めがなく資金の出し入れが自由な流動性預金

と、預入期間に定めがある定期性預金の２つに分けることができる。普通預金は、代

表的な流動性預金であり、給与や年金などの自動受取口座、公共料金などの自動支払

口座として利用することもできる。 

２．不適切。貯蓄預金は、普通預金と同じように、預入期間に定めがなく資金の出し入れ

が自由な流動性預金だが、普通預金と違って、決済性の制限があり、給与・年金など

の自動受取口座、公共料金などの自動支払口座として利用することはできない。 

３．不適切。スーパー定期預金は、一般に、預入期間 3 年未満は単利型のみ、3 年以上は単

利型と半年複利型の選択制となっており、半年複利型を利用できるのは個人のみとさ

れている。つまり、法人は半年複利型を利用することはできない。 

４．不適切。年 0.025％の金利が適用される定期預金（単利型）に、1 億円を 1 年間預け入

れた場合の税引き前の利息は 25,000 円である。この税引き前の利息に対して、所得税

15％、住民税 5％の計 20％の税金が源泉徴収される。ただし、平成 25（2013）年 1

月から平成 49（2037）年 12 月末までの 25 年間は、所得税 15％の部分に復興特別所

得税（所得税額に対して 2.1％）が加算されて 15.315％の税率になっている。これに住

民税 5％を加えた 20.315％が源泉徴収税率である。設問の場合、所得税・復興特別所

得税が 25,000 円×15.315％＝3,828 円（円未満切り捨て）、住民税が 25,000×5％＝1,250

円、それぞれ源泉徴収されるので、手取りの利息は、25,000 円－（3,828 円＋1,250 円）

＝19,922 円になる。なお、復興特別所得税を考慮に入れなければ、手取りの利息は

20,000 円となる。 
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問題 22 正解 ３ 難易度Ｂ 

１．不適切。ＲＥＩＴには、大きく分けて会社型投資信託（投資法人）タイプと契約型投

資信託タイプの２種類がある。一般にＪ－ＲＥＩＴと言われているのは、契約型では

なく、会社型投資信託タイプであり、東京証券取引所に上場されている不動産投資信

託はすべて会社型投資信託である。なお、Ｊ－ＲＥＩＴの受益者は、「不動産から生じ

る賃料収入や不動産の入替えに伴う転売益などを原資として分配金を受け取る」とい

う部分は適切である。 

２．不適切。Ｊ－ＲＥＩＴの投資対象は、「国内外の不動産」という部分は適切だが、「国

内外に上場している不動産会社の株式およびこれらの不動産会社が発行する社債であ

る」という部分は不適切である。Ｊ－ＲＥＩＴは実物の不動産に投資するのが原則で

あり、株式や社債などには投資していない。 

３．適切。上場されているＪ－ＲＥＩＴの売買の仕方は上場株式と同じであり、指値注文

や成行注文によって取引することができる。 

４．不適切。Ｊ－ＲＥＩＴの税金の扱いは上場株式に準じているが、分配金を確定申告し

総合課税扱いにしても、上場株式に認められている配当控除の適用はない。 

 

問題 23 正解 １ 難易度Ａ 

１．適切。債券の発行体が約束どおり利子が支払えなくなったり、債券の償還が約束どお

り行えなくなるリスクを、信用リスクあるいは債務不履行（デフォルト）リスクとい

う。 

２．不適切。債券に関する格付は、その個別債券の信用度に関する格付である。発行体が

同一であったとしても、担保の有無や劣後特約の有無など、個別の債券ごとにリスク

度合いが異なることがあるため、異なる格付が付与されることがある。 

３．不適切。最上級の格付の債券は、利子や償還金の支払いに遅延が生じる可能性が極め

て低いということであって、これらの遅延が生じないということが保証されているわ

けでない。 

４．不適切。他の条件が同じであれば、信用リスクの低い（＝格付けの高い）債券のほう

が、信用リスクの高い（＝格付けの低い）債券より利回りは低くなる。信用リスクの

高い債券は、信用リスクの低い債券に比べて、信用度が劣っているために、それを補

うために利回りは高くなる。 

 

問題 24 正解 ４ 難易度Ｂ 

１．適切。割引債の現在価値は、額面 100 円÷（1＋ｒ）ｎ、で求められる（ｒ＝年 1 回複

利利回り、ｎ＝残存年数）。一方、複利現価率とは、複利計算による将来価値の現在価

値への乗数率をいい、計算式は次のとおり。 

    複利現価率＝1÷（1＋ｒ）ｎ （ｒ＝割引率、ｎ＝経過年数） 
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たとえば、割引率 3%で 5 年後の将来価値に対する複利現価率は、1÷（1＋0.03）5＝

0.86260…となり、約 0.8626 となる。したがって、年 1 回複利利回りが 3％、残存年

数が 5 年の割引債の現在価値は、額面 100 円に複利現価率 0.8626 を掛ければ計算でき

る（＝100 円×0.8626＝86.26 円）。  

２．適切。債券の表面利率（クーポンレート）とは、債券の額面金額に対する税引き前の

年間利子額の割合を示している。設問の場合、額面 100 万円に対して１年間で税引き

前で 2 万円の利息が支払われるので、表面利率は 2％となる。 

３．適切。他の条件が同じであれば、償還までの残存期間が短い債券（短期債）よりも、

残存期間が長い債券（長期債）のほうが、金利変動に伴う価格変動幅が大きい。残存

期間が長い債券(長期債)は、金利水準が低下すると、高い利率を長期にわたって享受

できるということで比較的大きく値上がりする。逆に金利水準が上昇すると、低利率

に長期にわたって縛られ続けるということで、比較的大きく値下がりする。一方、残

存期間が短い債券(短期債)は、額面金額で償還される日が近付いているため、その価

格が額面金額から大きく離れることはない。 

４．不適切。固定利付債は発行時に決められた利率が満期償還時まで適用されるため、市

場金利が上昇すればその利率の低さが嫌気されて値下がりし、市場金利が低下すれば

その利率の高さが人気を呼んで値上がりする。しかし、変動利付債の利率は市場金利

の変動に連動して定期的に見直されるため、変動利付債は市場金利の変動による影響

を強くは受けない。 

 

問題 25 正解 ４ 難易度Ｂ 

１．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。 

２．不適切。配当利回りは、株価に対する年間配当金の割合を示す指標である。計算式は、

「配当利回り（％）＝１株当たり年間配当金÷株価×100」である。純利益に対して、

当該利益から配当金として支払った金額の割合を示す指標は「配当性向」である。 

３．不適切。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。ＰＢＲが 1 倍以上であることは、株式時価総額≧自己資本

ということであり、株式時価総額が自己資本（＝会社の解散価値）を下回っているの

ではなく、会社の解散価値以上であることを示している。 

４．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
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利益」である。 

    

問題 26 正解 ２ 難易度Ａ 

１．適切。外貨建てＭＭＦの為替差益を含む譲渡益は、平成 27（2015）年 12 月までは非

課税だったが、平成 28（2016）年１月以降は、税率 20.315％（所得税・復興特別所得

税 15.315％＋住民税５％）の申告分離課税に変更されている。 

２．不適切。外貨建て金融商品の為替手数料は、通貨によって、また取扱金融機関、取引

方法（店頭取引かネット取引かなど）によって異なる。 

３．適切。外貨預金の預入時に円貨を外貨に換える際の為替レートは、ＴＴＳ（対顧客電

信売相場）が適用される。外貨を円貨に換える際の為替レートは、ＴＴＢ（対顧客電

信買相場）が適用される。 

４．適切。米ドル建て債券を保有している場合、米ドルと円の為替レートが円安に変動す

ると、為替差益が得られるので、当該債券の円換算の投資利回りの上昇要因となる。

逆に円高になると、為替差損を被るので、円換算の投資利回りの低下要因となる。 

 

問題 27 正解 ３ 難易度Ｂ  

１．適切。オプション取引におけるオプションとは、あらかじめ定められた将来の期日ま

たは一定の期間内に、原資産をあらかじめ定められた価格で売る権利（プット・オプ

ション）または買う権利（コール・オプション）のことをいう。 

２．適切。オプションの買い手は売り手にプレミアム（オプション料）を支払うことによ

り、ある商品を一定の価格で買える権利あるいは売れる権利を手に入れることができ

る。オプションの売り手はプレミアム（オプション料）を受け取る代わりに、買い手

が権利行使を要求した場合には、その取引に応じる義務がある。オプション取引にお

いては、コール、プットにかかわらず、オプションの買い手は権利を行使せず放棄す

ることができる。 

３．不適切。オプションの買い手は権利を行使せず放棄することができるので、その損失

は支払ったプレミアム（オプション料）に限定され、原資産の価格が想定した方向に

動けば動くほど大きな利益が得られる。これに対し、オプションの売り手の利益は、

買い手から受け取ったプレミアム（オプション料）に限定され、原資産の価格動向に

よっては大きな損失を被る。 

４．適切。権利行使できる満期までの残存期間が長いほど、原資産の価格変動による利益

を得る機会が増すので、プレミアム（オプション料）は高くなる。残存期間が短くな

るほど、プレミアム（オプション料）は低くなる。 

 

問題 28 正解 ２ 難易度Ａ 

２．が正しい。 



15 

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

 ドルコスト平均法とは、価格変動商品に毎回一定金額を投資していく方法をいう。一定

金額で投資していくため、価格が高いときには買付数量が少なくなり、価格が安いときに

は買付数量が多くなる。この結果、平均買付コストを低くできるという効果が期待できる。 

 問題の場合、各回の買付で購入できた株数は次のとおりになる。 

 第 1 回…3 万円（投資金額）÷1,000 円（株価）＝30 株 

 第 2 回…3 万円（投資金額）÷1,250 円（株価）＝24 株 

 第 3 回…3 万円（投資金額）÷1,500 円（株価）＝20 株 

 第 4 回…3 万円（投資金額）÷1,200 円（株価）＝25 株 

 合計 12 万円の投資金額で計 99 株を購入できたので、その平均取得単価（株価）は、12

万円÷99 株＝1,212.1…円＝1,212 円（円未満四捨五入）、になる。 

 

問題 29 正解 ２ 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

益率に組入比率（投資割合）を掛けた加重平均値になる。 

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．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。 

４．適切。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・リスクという。非システマティック・

リスクはポートフォリオの組入れ銘柄数を増やすことによって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。 
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問題 30 正解 ４ 難易度Ｂ 

１．不適切。国内の金融機関に預け入れられた円建ての預金は、原則として預金保険によ

る保護の対象となっているが、外貨建ての預金は預金保険による保護の対象外である。 

２．不適切。証券会社は投資者保護基金に加入することが法律で義務付けられており、証

券会社が一般顧客から預かっている有価証券・金銭は投資者保護基金による補償対象

となっている。外貨株式も投資者保護基金の補償対象である。 

３．不適切。銀行は投資者保護基金に加入できないため、国内銀行で購入した投資信託は

投資者保護基金による補償の対象外である。また、投資信託は預金等ではないため、

預金保険制度の保護の対象にもなっていない。ただし、投資信託では、運用会社であ

る投資信託委託会社、銀行や証券会社などの販売会社、信託財産を管理している信託

銀行のいずれが破綻しても、投資家の財産である信託財産は保全される仕組みになっ

ている。 

４．適切。どの窓口で契約の申込みをしたかに関係なく、契約をした生命保険は、生命保

険会社の保険契約者保護制度による保護の対象となっている。 

 

問題 31 正解 ２ 難易度Ａ 

１．適切。所得税は、原則として、個人が 1 月 1 日から 12 月 31 日までの所得に対して課

される暦年課税である。 

２．不適切。所得税では、原則として、納税者が申告により納税額を確定する申告納税方

式を採用している。申告納税方式は所得税のほか、法人税や相続税、贈与税などの国

税で採用されている。それに対して、個人住民税や固定資産税などの地方税では、租

税行政庁が納税額を確定する賦課課税方式を採用している。 

３．適切。所得税の課税総所得金額に対する税率は、課税総所得金額が大きくなるにつれ

て税率が高くなる超過累進税率を採用している。超過累進税率は所得税のほか、相続

税、贈与税で採用されている。それに対して、法人税、消費税、個人住民税、固定資

産税など多くの税では、課税対象額の大小を問わず税率が一定の比例税率を採用して

いる。 

４．適切。所得税では、課税対象となる所得を 10 種類に区分し、それぞれの所得の種類ご

とに定められた計算方法により所得の金額を計算する。 

 

問題 32 正解 ２ 難易度Ａ 

１．不適切。預貯金等の利子は利子所得であるが、友人への貸付金より受けた利息に係る

所得は、雑所得に該当する。 

２．適切。株式の配当金に係る所得は、その株式の購入理由に関係なく、配当所得に該当

する。 

３．不適切。土地および建物を売却したことによる所得は、賃貸用の不動産であっても、
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不動産所得に該当する。 

４．不適切。不動産の賃貸収入に係る所得は、事業的規模に関係なく、不動産所得に該当

する。 

 

問題 33 正解 ３ 難易度Ｂ 

＊ 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）の所得の金額の計算上損失が生じた場合に、他の所得と損益通算することができ

る。ただし、下記のように、一部例外がある。 

・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

する部分は損益通算の対象とならない。設問では、不動産所得の損失▲120 万円のう

ち、20 万円が土地の取得に要した負債の利子とあるので、損益通算できる損失は▲

100 万円である。 

・ゴルフ会員権の譲渡損失は、以前は損益通算できたが、平成 26 年 4 月以後は損益通

算が認められない取扱いとなった。 

＊ 設問の場合、総所得金額は、次のようになる。 

450 万円（給与所得）－100 万円（損益通算できる不動産所得の損失）＝350 万円（総

所得金額） 

 

問題 34 正解 １ 難易度Ｂ 

１．不適切。医療費控除の対象となるのは、その年中に実際に支払った金額に限られ、そ

の年中に治療が終わっている場合であっても、未払いとなっている医療費は、その年

の医療費控除の対象とはならない。したがって、その年の 12 月 31 日までに受けた治

療に係る医療費を、翌年の 1 月以降に現金で支払う場合、翌年の医療費控除の対象と

なる。 

２．適切。診療を受けるために電車等の公共交通機関を利用した際に支払った通院費で通

常必要なものは、医療費控除の対象となる。なお、病院までのタクシー代は、病状か

らみて急を要する場合や、電車、バス等の利用ができない場合には、その全額が医療

費控除の対象となる。ただし、駐車場の料金は、医療費控除の対象とはならない。 

３．適切。風邪の治療のための一般的な医薬品の購入費は、医師の処方がなくても、医療

費控除の対象となる。 

４．適切。人間ドックの費用は医療費控除の対象とならないが、人間ドックにより重大な

疾病が発見され、かつ、診断に引き続きその疾病の治療をした場合の人間ドックの費

用は、医療費控除の対象となる。 

 

問題 35 正解 １ 難易度Ｂ 

１．適切。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
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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。 

２．不適切。住宅ローン控除の対象となる家屋については、床面積が 50 ㎡以上であり、そ

の 2 分の 1 以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければなら

ない。 

３．不適切。住宅ローン控除の対象となる居住用の家屋は、新築でも中古でも対象となる。 

４．住宅ローン控除の対象となる住宅借入金は、10 年以上の割賦償還の方法により返済す

るものでなければならない。 

  なお、住宅ローン控除の控除額は「年末借入金残高（最高限度がある）×控除率」で

計算されるが、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。 

  

問題 36 正解 ３ 難易度Ｂ 

１．確定申告は不要（ただし、医療費控除などの適用を受けるときなどは確定申告が必要。

以下、同じ）。なお、給与として１ヵ所から年額 2,000 万円超の支払いを受けた給与所

得者は確定申告が必要である。 

２．確定申告は不要。退職一時金の支払いを受ける時までに「退職所得の受給に関する申

告書」を提出している者は、退職金の支払時に、退職所得控除等に基づいた所得税･住

民税が源泉徴収されるので、確定申告は不要である。 

３．確定申告が必要。給与所得者は、1 ヵ所からの給与収入が 2,000 万円以下で、給与所得・

退職所得以外の所得金額の合計額が 20 万円以下であれば、原則として確定申告は必要

ない。しかし、同族会社の役員が、その同族会社から給与のほかに貸付金の利子や不

動産の賃貸料などを受け取っている場合には、これらの所得金額が 20 万円以下であっ

ても確定申告が必要になる。 

４．確定申告は不要。公的年金等に係る雑所得を有する場合、その年中の公的年金等の収

入金額が 400 万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得

金額が 20 万円以下である場合には確定申告の必要はない。 

 

問題 37 正解 ２ 難易度Ｂ 

１．不適切。法人税の額は、法人税の額は、各事業年度の企業会計上の利益の額（当期純
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利益の額）に法人税法による加算・減算などの所定の申告調整を行って算出された所

得の金額に、税率を乗じて算出される。 

２．適切。法人税の確定申告による納付は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から 2

ヵ月以内にしなければならない。 

３．不適切。（内国）法人の納税地は、その本店又は主たる事務所の所在地である。代表者

の住所を本店または主たる事務所としない限り、代表者の住所地を納税地として選択

することはできない。なお、所得税は、原則として、納税者の住所地が納税地となる。 

４．不適切。期末資本金の額が１億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、事

業年度の所得の金額が 800 万円以下の部分は 15％（平成 29 年 3 月 31 日までに開始す

る事業年度。平成 29 年度税制改正でこの取扱いが延長されなければ、それ以降は 19％）、

800 万円超の部分は 23.4％（平成 28 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日までに開始

する事業年度）となっている。 

 

問題 38 正解 ２ 難易度Ｂ 

１．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．法人住民税や法人税は、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。 

４．役員に対して支給する定期同額給与、事前確定届出給与などの金額は、損金の額に算

入される。 

 

問題 39 正解 ３ 難易度Ａ 

１．適切。消費税は、納税義務者と税金の負担者が異なる間接税である。 

２．適切。「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出している法人であっても、基準期間の

課税売上高が 5,000 万円を超える課税期間については、簡易課税制度の適用を受ける

ことができない。簡易課税とは、面倒な原則課税の計算に代えて、みなし仕入れ率に

よる簡易計算ができる制度である。 

３．不適切。「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者は、事業を廃止した場合

を除き、原則として 2 年間は簡易課税制度の適用となる。 

４．適切。個人事業者の消費税の確定申告期限は、課税期間の特例の適用を受けていない

場合、原則として、その課税期間の翌年 3 月 31 日である。 

 

問題 40 正解 ４ 難易度Ｂ 

＊ 消費税の非課税取引には、次のようなものがある。 

 (1)土地の譲渡及び貸付け（借地権など土地の上に存する権利を含むが、一時的に使用

さる場合は課税対象） 
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(2)有価証券の譲渡 

(3)貸付金の利息･預金の利息、保険料 

(4)郵便切手、印紙、商品券、プリペイドカード等の譲渡 

(5)住民票･戸籍謄本等の行政手数料、国際郵便為替等 

(6)社会保険診療費（自由診療は課税対象） 

(7)介護サービス、社会福祉事業等 

(8)出産費用等 

(9)埋葬料、火葬料 

(10)身体障害者用物品の譲渡、貸付 

(11)学校教科書、授業料等 

(12)住宅の貸付（短期間の貸付および旅館業に該当すると認められる場合は課税対象。

店舗･オフィスビルも課税対象） 

１．貸付期間が１ヵ月以上の土地の貸付け（駐車場等の施設の利用に伴う貸付けを除く）

は、非課税取引である。 

２．国債の譲渡は、非課税取引である。 

３．課税事業者が事業用の資産を譲渡した場合は消費税が課税されるが、生活用の資産を

譲渡した場合は、消費税が課税されない（不課税取引）。 

４．住宅の貸付は非課税取引であるが、賃料を対価とする店舗の貸付けは課税取引である。 

 

問題 41 正解 １ 難易度Ｂ 

１．適切。借地権者は、借地権の登記がなくても、建物の所有権を登記するによって第三

者に対抗することができる。 

２．不適切。不動産登記には公信力が認められていない。公信力とは、外形的な権利はあ

るが，真実の権利がない場合に，その外形を信じて取引した者に権利取得を認める効

力のこと。そのため、登記記録の権利関係が真実であると信じて取引したが、その登

記記録の権利関係が真実と異なっていた場合、法的な保護を受けることができない。 

３．不適切。抵当権設定登記の登記記録は、権利部乙区に記録される。 

４．不適切。登記所には、土地の区画（筆界）を明確にするための資料として地図が備え

付けられることになっているが、公図は、地図が備え付けられるまでの間、「地図に準

ずる図面」として地図に代わって備え付けられている図面で、一般に、対象とする土

地の位置関係等を確認する資料として利用されている。ただし、公図の多くは明治時

代の地租改正に伴い作成されたもので、現況と大きく異なる場合がある。 

 

問題 42 正解 １ 難易度Ａ 

１．不適切。宅地建物取引士は、不動産の鑑定評価を行うことはできない。 

２．適切。不動産鑑定評価基準において、最有効使用の原則とは、不動産の価格は、その
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不動産の効用が最高度に発揮される可能性に最も富む使用を前提として把握される価

格を標準として形成されるとする原則をいう。 

３．適切。不動産鑑定評価基準において、不動産の価格を求める鑑定評価の基本的な手法

は、原価法、取引事例比較法、益還元法に大別される。 

４．適切。不動産鑑定評価基準において、収益還元法は、対象不動産が賃貸用不動産であ

る場合だけでなく、自用の不動産であっても、賃貸を想定することにより適用される

ものである。 

 

問題 43 正解 ３ 難易度Ｂ 

１．適切。いったん締結した契約を後で解除することができる手付を解約手付というが、

相手方が履行に着手する前までは、買主（手付金を支払った者）は手付金を放棄する

ことで（手付流し）、売主（手付金を受け取った者）は手付金の 2 倍の額を返却すれば

（倍返し）、契約を解除することができる。買主が、売主に解約手付を交付した後、売

買代金の一部を支払った場合は、買主の契約の履行の着手に当たるため、売主は、解

約手付の倍額を償還することによる契約の解除をすることができない。 

２．適切。未成年者（既婚者を除く）が法定代理人の同意を得ずに売買契約を締結した場

合、その法定代理人は当該売買契約を取り消すことができる。 

３．不適切。買主が瑕疵担保責任に基づく権利を行使して損害賠償の請求をする場合、そ

の瑕疵がある事実を知った時から 1 年以内にしなければならない。 

４．適切。宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際し

て、売買代金の額の 2 割を超える手付金を受領することはできない。 

 

問題 44 正解 ２ 難易度Ｂ 

１．適切。借地借家法では「家」という字が使われているので、住居というイメージだが、

住居でも店舗等の事業用であっても、建物の賃貸借については借地借家法が適用され

る。 

２．不適切。賃貸人が普通借家契約を更新しない旨の通知を行う場合には、正当の事由が

必要であるが、賃借人の場合は必要がない。正当な事由とは、次のようなことをいう。 

①賃貸人及び賃借人が借地・建物の使用を必要とする事情 

②借地・建物の賃貸借に関する従前の経過 

③借地・建物の利用状況、建物の現況 

④賃貸人が明渡しの条件として又は明渡しと引換えに賃借人に対して財産上の給付を

する旨の申出をした場合には、その申出 

３．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排除する特約を定めることはできる。 
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４．適切。定期借家契約において、建物賃借人は、その建物について賃借権の登記がなく

ても、建物の引渡しを受けていれば、その後その建物について物権を取得した者に対

し賃借権を対抗することができる。 

 

問題 45 正解 １ 難易度Ｂ 

＊ 都市計画法の開発許可制度は、民間の宅地開発を都市計画に沿うように誘導すること

で、乱開発を防止し、暮らしやすい街づくりを図ることを目的とした制度で、具体的

には、市街化区域では、一定規模以上の開発行為に公共施設の設置を義務づけて開発

を許可し、市街化調整区域では、原則として開発は認められないが、一定の条件に当

てはまるものについては開発を許可する制度である。 

開発行為とは、主として、(1) 建築物の建築、(2)第１種特定工作物（コンクリートプラ

ント等）の建設、(3)第２種特定工作物（ゴルフコース、１ha 以上の墓園等）の建設を

目的とした「土地の区画形質の変更」をいう。「土地の区画形質の変更」とは、道路・

水路等による区画の変更、または切土、盛土等による土地の形質の変更などをいう。 

１．不適切。準都市計画区域内において行う開発行為は、その規模が 3,000 ㎡未満の場合

には、都道府県知事等の許可を必要としない。 

２．適切。市街化区域内において行う開発行為は、その規模が 1,000 ㎡（3 大都市圏の一定

区域は 500 ㎡）未満の場合は、都道府県知事等の許可を必要としない。 

３．４．適切。市街地再開発事業、土地区画整理事業、都市計画事業、防災街区整備事業

などや非常災害のため応急措置として行う開発行為は、規制対象外の開発行為で、都

道府県知事等の許可を必要としない。 

 

問題 46 正解 ２ 難易度Ｂ 

１．適切。建築物の敷地が異なる２つの用途地域にわたる場合、その敷地の全部について、

敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。 

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

防火地域内の建築物に関する規定が適用される。 

３．適切。建ぺい率 80％の近隣商業地域内で、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％）。 

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、当該道路幅員（ｍ）に 40％を乗じた数値と都市計画で定められた容積率の数値

を比較していずれか小さい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、6×40％＝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、40％が 60％となる。 
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問題 47 正解 ３ 難易度Ｂ 

１．適切。土地・家屋に係る固定資産税の課税標準となる価格（固定資産税評価額）は、

原則として、3 年ごとに評価替えが行われる。 

２．適切。地方税法において、固定資産税における小規模住宅用地（住宅用地で住宅１戸

当たり 200 ㎡以下の部分）の課税標準については、課税標準となるべき価格の 6 分の 1

の額とする特例が定められている。なお、200 ㎡を超える住宅用地の部分は 3 分の 1

の額とされる。 

３．不適切。固定資産税においては、新築住宅を取得した場合、1 戸あたり 120 ㎡を限度と

して、3 年間（マンション等の中高層耐火住宅では 5 年間）税額を 2 分の 1 にする軽減

特例があるが、都市計画税については、こうした軽減特例はない。 

４．適切。都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として、市街化区域内に所在する土

地・家屋の所有者に対して課される。なお、この問題文が不適切な選択肢として出題

される場合には、「都市計画税は、都市計画区域内に所在する土地・家屋の所有者に対

して課される」などとされるので、留意のこと。 

 

問題 48 正解 １ 難易度Ａ 

１．適切。3,000 万円特別控除は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から 3 年を経

過する年の 12 月 31 日までに譲渡しなければ適用を受けることができない。 

２．不適切。3,000 万円の特別控除は、居住用財産（マイホーム）を譲渡した場合、所有期

間の長短に関係なく適用を受けることができる。 

３．不適切。軽減税率の特例では、譲渡した年の 1 月 1 日現在で 10 年超所有の居住用財産

を譲渡した場合、課税長期譲渡所得金額が6,000万円以下の部分については所得税10％

（復興特別所得税を加えると 10.21％）・住民税 4％、6,000 万円を超える部分について

は所得税 15％（復興特別所得税を加えると 15.315％）・住民税 5％の税率が適用される。 

４．不適切。3,000 万円特別控除と軽減税率の特例は、それぞれの適用要件を満たしている

場合、重複して適用を受けることができる。 

 

問題 49 正解 ３ 難易度Ｂ 

 ３．が適切。設問の表の空欄を埋めると、次のようになる。 

有効活用の手法 有効活用後の土地の

所有名義 

有効活用後の貸しビ

ルの所有名義 

貸しビル建設資金の

Ａさんの負担の要否 

定期借地権方式 Ａさん 借地人 不要 

建設協力金方式 Ａさん Ａさん 不要（全部または一部） 

事業受託方式 Ａさん Ａさん 必要 

等価交換方式 Ａさん、デベロッパー Ａさん、デベロッパー 不要 

＊ 定期借地権方式：土地に定期借地権を設定し、長期的に安定した収入が得られる土地



24 

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

活用法。 

＊ 建設協力金方式：店舗などのテナント企業が、建物の建築資金を建設協力金として土

地所有者に差し入れ、その資金で建物を建設する土地活用法。 

＊ 事業受託方式：土地所有者の依頼を受けた会社が、建物・施設などのプランニング、

事業収支計画、施工、入居者募集、完成後の管理運営などの業務を総合的に引き受け

る土地活用法。 

＊ 等価交換方式：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。 

 

問題 50 正解 ４ 難易度Ｂ 

１．適切。ＩＲＲ法（内部収益率法）は、投資不動産から得られる収益の現在価値の合計

額と投資額が等しくなる割引率（内部収益率）を求める方法で、投資判断においては、

内部収益率が対象不動産に対する投資家の期待収益率を上回っている場合、その投資

は有利であると判定することができる。 

２．適切。ＮＯＩ利回り（純利回り）は、対象不動産より得られる年間収入から諸経費を

控除した年間純収益を総投資額で除して算出される利回りであり、不動産の収益性を

図る指標である。 

３．適切。ＮＰＶ法（正味現在価値法）による投資判断においては、投資不動産から得ら

れる収益の現在価値の合計額が投資額の現在価値の合計額を上回っている場合、その

投資は有利であると判定することができる。 

４．不適切。借入金併用型投資では、レバレッジ効果が働き、対象不動産の収益率が借入

金の金利を上回っている場合に、投下した自己資金に対する収益率の向上が期待でき

る。 

 

問題 51 正解 １ 難易度Ｂ 

１．不適切。親族とは、6 親等内の血族、配偶者および 3 親等内の姻族をいう。 

２．適切。家庭裁判所は、養子の年齢が 6 歳未満などの要件を満たせば、養親となる者の

請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組（特別養子縁組という）を成立

させることができる（民法 817 条の 2）。なお、特別養子縁組ではない普通養子縁組の

場合、「養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する」（同 809 条）が、実

方の父母との間の親子関係は影響を受けないので、養子となった者は、実親、養親と

の間の二重の親子関係となる。 

３．適切。協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することが

できる（民法条 768 条 1 項）。 

４．適切。未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならないが、父母の一
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方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる（民法条 737 条 1 項 2 項）。 

 

問題 52 正解 ２ 難易度Ｂ 

１．適切。契約者（＝保険料負担者）が母、被保険者が父、保険金受取人が子である生命

保険契約において、父の死亡による死亡保険金を子が受け取った場合には、母から子

へ死亡保険金の贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。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 

２．不適切。父の所有する土地を子が無償で借り、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。ただし、父の相続の時は自用地

として評価されるので、借地での評価よりも相続税評価額は高くなる。 

３．適切。父の名義の土地を対価の授受を行わずに子の名義に変更した場合には、原則と

して、父から子へ土地の贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。 

４．適切。離婚による財産分与の場合、原則として贈与税は課税されないが、贈与税の課

税を免れるために、離婚を手段として財産分与により財産を取得したと認められる場

合には、その取得した財産は贈与税の課税対象となる。 

 

問題 53 正解 ３ 難易度Ｂ 

１．不適切。贈与税の申告書の提出先は、贈与者（贈与をした人）ではなく受贈者（贈与

を受けた人）の納税地の所轄税務署長である。 

２．不適切。贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年の 2 月 1

日から 3 月 15 日までである。 

３．適切。贈与税の期限内申告書に係る贈与税の納期限は、その期限内申告書の提出期限

と同じである。 

４．不適切。贈与税の納付について認められる延納期間は、最長で 5 年である。贈与税は、

金銭で一時に納めるのが原則でるが、次の要件を満たす場合には、5 年以内の延納が認

められている 

イ．申告による納付税額が 10 万円を超えていること 

ロ．金銭で一度に納めることが難しい理由があること 

ハ．担保を提供すること（ただし、延納税額が 100 万円以下で延納期間が 3 年以下の

場合、担保は必要ない） 
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問題 54 正解 ３ 難易度Ａ 

１．不適切。遺産分割協議書の作成に時期的な制限は設けられていない。なお、準確定申

告は相続の開始があったことを知った日の翌日から 4 ヵ月以内であり、相続税の申告

は同 10 ヵ月以内である。 

２．不適切。遺産分割協議書は、共同相続人全員の署名・捺印が必要だが、捺印は必ずし

も実印である必要はなく印鑑証明書の添付がないからといって無効になるわけではな

い。ただし、不動産の相続登記や銀行預金の名義変更などには印鑑証明書が必要にな

るので、印鑑証明を受けた実印で押印するのが通常である。 

３．適切。遺産分割協議書は、あらかじめ 1 人の相続人が遺産分割協議書の草案を用意し

て、他の共同相続人全員が順次これに署名・捺印する持回り方式により作成すること

も認められている。 

４．不適切。相続人全員が既に成立した遺産分割協議の全部又は一部を合意により解除し、

改めて遺産の再分割協議をすることは法律上認められると考えられる。ただし、税務

上は、一度納税義務が確定した後に再分割をすると、その時点で贈与等があったもの

として課税されることもあるので留意が必要である。 

 

問題 55 正解 ４ 難易度Ｂ 

１．適切。被相続人の一身専属権は、相続税の課税財産とならない。一身専属権とは、文

字通り被相続人のみに専属した権利義務で、身元保証人である地位、扶養請求権、生

活保護受給権などがあげられる。 

２．適切。被相続人の死亡後 3 年以内に支給が確定した死亡退職金は、相続税の課税財産

となる。死亡退職金には、死亡保険金と同様、「500 万円×法定相続人の数」を限度と

する非課税が適用される。なお、3 年を経過して確定した退職金を遺族が受け取ると、

遺族の一時所得と指定所得税の課税対象となる。 

３．適切。相続税の計算では、相続などにより財産を取得した人が、被相続人からその相

続開始前 3 年以内に贈与を受けた財産があるときには、その人の相続税の課税価格に

贈与財産の価額を加算し、その加算された贈与財産の贈与税額は、相続税から控除す

る取扱いとなっているが、贈与税の配偶者控除の適用を受けた財産や教育資金の一括

贈与に係る非課税制度の適用を受けた財産などは、相続が開始する前 3 年以内の贈与

であっても相続財産に加算する必要はない。 

４．不適切。相続時精算課税制度の適用を受けて取得した贈与財産は、相続開始時ではな

く贈与時の相続税評価額で相続財産に加算される。 

 

問題 56 正解 ２ 難易度Ｂ 

＊ 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
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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、法定相続人の数は妻Ｂさん、実子Ｃさん、実子Ｄさん（相続放棄）、養子Ｅ

さんの 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 

 

問題 57 正解 ４ 難易度Ｂ 

＊ 路線価（その道路に面している標準的な宅地の 1 ㎡当たりの千円単位の価額）が付さ

れた地域の宅地を評価する場合には、評価する宅地の面する路線の路線価を基として、

次のように評価する。なお、設問の宅地のように、2 つの道路に囲まれて 2 方向に抜け

られる土地を角地といい、1 つの道路が折れ曲がってその内側に土地が接している場合

を準角地という。 

①正面路線価（路線価に奥行価格補正率を乗じて計算した金額の高い方の路線）の奥

行価格補正 

   250 千円（正面路線価）×1.00（奥行 16m に対する奥行価格補正率）＝250 千円 

②側方路線影響加算額の計算 

   200 千円（側方路線価）×0.99（奥行 25m に対する奥行価格補正率）×0.03（側方

路線影響加算率）＝5.94 千円 

③評価対象地の 1 ㎡当たりの価額 

   250 千円＋5.94 千円＝255.94 千円 

④評価対象地の評価額 

   255.94 千円×400 ㎡（16m×25m）＝102,376 千円 

 

問題 58 正解 １ 難易度Ａ 

１．不適切。宅地の価額は、登記上の一筆ごとではなく、利用の単位となっている一画地

ごとの単位で評価する。たとえば、評価する宅地のうちに、自用地の部分、借地権の

目的となっている部分、貸家建付地となっている部分がある場合には、これらをそれ

ぞれ別個に区分して評価する。 

２．適切。宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式とがあり、路線価方式は路線価が

定められている地域の評価方法であり、倍率方式は路線価が定められていない地域の

評価方法である。それぞれの評価において用いる路線価および倍率は、路線価図およ

び評価倍率表により公表されている。 

路線価方式は、問題 57 のように、宅地が面している路線ごとに定められた路線価を基

礎として宅地の価額を評価する方式である。 

倍率方式とは、宅地の固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定めた倍率を

乗じて計算した金額によって宅地の価額を評価する方式をいう。倍率方式で評価する
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宅地が、著しく不整形な形状であっても、その評価に当たって路線価方式のような補

正率を用いて補正はしない。 

３．４．適切。記述の通りである。 

 

問題 59 正解 １ 難易度Ｂ 

１．不適切。延納の担保は、相続等により取得した財産だけに限らず、相続人等の固有の

財産や共同相続人又は第三者が所有している財産であっても差し支えない。ただし、

その担保に係る相続税を徴収できる金銭的価値を有するものでなければならない。 

２．適切。相続税や贈与税は、金銭で一時に納付することが原則だが、納付することにな

った相続税額（贈与税額）が 10 万円を超え、納期限までに金銭で納付することを困難

とする事由がある場合には、その納付を困難とする金額を限度として、延納申請書を

提出の上、担保を提供することにより、年賦で納めること（延納）ができる。なお、

この延納期間中は利子税がかかる。 

３．適切。相続税を物納する場合における物納財産の収納価額は、原則として相続税の課

税価格計算の基礎となったその財産の価額となる。 

４．適切。相続により取得した財産のうちに抵当権が設定されている不動産があった場合、

その不動産は物納不適格財産となり、相続税の物納に充てることはできない。 

 

問題 60 正解 ４ 難易度Ｂ 

１．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」と相続時

精算課税制度は、所定の要件を満たせば、併用適用することができる。 

２．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」の対象と

なる中古の家屋は、その家屋が耐火建築物である場合、取得の日以前 25 年以内に建築

されたものであることとされている。 

３．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」において、

学校等以外に直接支払われる教育資金の適用対象となるものには、学習塾・水泳教室

などに支払われる金銭や、通学定期券代なども含まれる。 

４．不適切。「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」

における非課税限度額は、受贈者１人につき 1,000 万円である。 
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＜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 

 

 契約締結期間 良質な住宅 左記以外の住宅 

下記以外 
平成 28年 1月～ 

平成 29年 9月 
1,200万円 700万円 

住宅を消費税

10％で取得 

平成 28年 10月～ 

平成 29年 9月 
3,000万円 2,500万円 

＊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。 

＊相続時精算課税制度との併用可。 

 

＜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外 

＜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 

 


