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平成２８年５月 ３級ＦＰ技能検定／実技試験＜資産設計提案業務＞ 

解答と解説 
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※〔100 点満点〕（各 5 点） 

【第１問】 

問１ 正解 １ 

１．不適切。税理士資格を有していないＦＰが、顧客の確定申告書など税務書類を作成す

ることは、有償無償にかかわらず、税理士法に抵触する。 

２．適切。弁護士資格を有していないＦＰが、法律事務に関する業務依頼に備えるために、

弁護士と顧問契約を締結することは、適切な行為である。 

３．適切。生命保険募集人資格を有していないＦＰは、保険の募集を行うことはできない

が、顧客から相談を受け、生命保険証券の見方について説明することは問題ない。 

 

問２ 正解 ３ 

１．適切。（ア）に入る将来の金額は、「現在の金額×（１＋変動率）経過年数」で求めること

ができる。設問では、現在（2016 年）の基本生活費が 249（万円）で変動率は 1％で

あるので、2 年後の 2018 年の基本生活費は「249×（1＋0.02）2≒259」（万円未満四

捨五入）となる。 

なお、この場合の累乗計算は、249×1.02×1.02 で簡単に計算できるが、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（2 乗であれば 1 回）。 

２．適切。（イ）に入る年間収支は、「収入合計－支出合計」で求めることができる。設問

では、収入合計 644（万円）、支出合計 834（万円）なので、年間収支は「644－834＝

▲190」（万円）となる。 

３．不適切。（ウ）に入る当年の金融資産残高は、「前年の金融資産残高×（１＋運用利率）

±当年の年間収支」で求めることができる。2016 年の金融資産残高は 684（万円）、運

用利率は 1％、2017 年の年間収支は 19（万円）なので、2017 年の金融資産残高は「684

×（1＋0.01）＋19≒710」（万円未満四捨五入）となる。 
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問３ 正解 ３ 

１．正しい。「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

決済用預金は、一般預金等とは別に全額が保護される。したがって、1,300 万円が全額

保護される。 

２．正しい。決済用預金を除く、預金保険の保護の対象となっている一般預金等（円定期

預金、利息付き円普通預金等）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 万円までと破綻日までの利息等が保護される。 

３．誤り。譲渡性預金（ＣＤと略称される）とは、一般の定期預金とは異なり譲渡禁止の

特約がなく、発行金融機関所定の手続きにより譲渡が可能なものをいうが、譲渡性預

金は預金保険制度による保護の対象外である。なお、外貨預金も預金保険制度による

保護の対象外である。 

 

問４ 正解 ２ 

１．適切。株価収益率（ＰＥＲ）は、「株価÷１株当たり利益」で求められる。2016 年 3

月期の決算見込み額における 1 株当たりの利益は、【業績】欄の「1 株益（円）」の「16.3

予」より 133.9 円なので、ＰＥＲは、1,500 円÷133.9 円＝11.2 倍である。同業種の平

均的なＰＥＲが 10.0 倍であるとした場合、これと比較すると、この企業の株価は割高

といえる。 

２．不適切。この企業の株を 2014 年 11 月に購入し、2015 年 5 月まで保有した場合、この

期間に受け取った配当金額（税引前）は、【配当】欄の「15.3」本決算における 32 円

である。なお、【業績】欄の「1 株配（円）」の「15.3」の 64 円は、【配当】欄の「14.9」

中間決算に基づく 32 円と「15.3」本決算に基づく 32 円の合計である。 

３．適切。資料の上段左から 2 番目の枠の【株式】蘭に「単位 100 株」とあることから、

この企業の 1 単元の株式数は 100 株である。したがって、この企業の株価が 1,500 円

である場合、この企業の株を１単元購入するために必要な資金は、1,500 円×100 株＝

15 万円である。 

 

問５ 正解 １ 

１．が正しい。建築面積の最高限度は、建ぺい率を使って計算する。建ぺい率が緩和さ

れる規定（角地では 10％緩和など）があるが、設問の土地の場合、緩和される要素はない

ので、建物面積の最高限度は、「450 ㎡×60％＝270 ㎡」である。 

 

問６ 正解 １ 

１．誤り。抵当権など所有権以外の権利に関する事項は、権利部・乙区に記載される。 

２．３．正しい。所有権に関する事項は、権利部・甲区に記載される。 
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問７ 正解 １ 

１．が正しい。中井一朗さんが加入している定期保険特約付終身保険において、中井さ

んが交通事故で即死した場合に支払われる死亡保険金は、以下の通りである。 

保険・特約 保証内容 死亡保険金 

(1)終身保険 保険期間は終身で、死亡したとき死亡保険金が支払わ

れる。 

300 万円 

(2)定期保険特約 保険期間中に死亡したとき、死亡保険金が支払われ

る。 

1,200 万円 

(3)特定疾病保障

定期保険特約 

特定疾病（がん・急性心筋梗塞・脳卒中）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。特定疾病以外で死亡したとき、死亡保険金が支

払われる。 

300 万円 

(4)傷害特約 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。 

100 万円 

合計 1,900 万円 

 

問８ 正解 １ 

１．が正しい。東雅治さんが加入している医療保険において、平成 28 年中に交通事故で

大ケガを負い、給付倍率 20 倍の手術（１回）を受け連続して 65 日間入院した場合、支払

われる給付金は、次の通り。なお、入院給付金については、入院開始日からその日を含め

て 1 日目から支払い、同一事由の 1 回の入院給付金支払い限度は 60 日とある。 

・入院給付金：10,000 円（日額）×60 日間＝600,000 円 

・手術給付金：10,000 円（入院給付日額）×20 倍＝200,000 円 

・合計：600,000 円＋200,000 円＝800,000 円 

 

問９ 正解 ２ 

１．正しい。原動機付自転車も自賠責保険の契約が義務づけられている。 

２．誤り。自賠責保険では、傷害による損害に対して支払われる保険金の限度額は被害者 1

名につき 120 万円である。なお、死亡に対しては 3,000 万円、後遺障害に対しては 4,000

万円が支払い限度額である。 

３．正しい。自賠責保険では、保険金の支払いは対人賠償に限られ、対物賠償は対象とな

らない。 
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問 10 正解 ３ 

 ３．の語句の組み合わせが正しい。 

・土地と建物の売却による所得は「譲渡」所得として「分離」課税の対象となる。 

・土地と建物の譲渡所得の金額は原則として、「譲渡収入－「取得費」－譲渡費用」により

計算する。なお、居住用財産を譲渡した場合には、さらに 3,000 万円の特別控除が控除

される。 

 

問 11 正解 １ 

 １．が正しい。 

 所得控除のうち人的控除としては、基礎控除、配偶者控除・配偶者特別控除、扶養控除

などがある。 

このうち、配偶者控除は、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るこ

とができる。妻の和子さん（40 歳）は、給与所得が 38 万円なので、控除対象配偶者となり、

杉田佳宏さんは配偶者控除 38 万円の適用が受けられる。 

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。 

長女の麻美さんは 17 歳なので、一般の控除対象扶養親族となり、佳宏さんは扶養控除と

して 38 万円の控除を受けることができる。 

 杉田佳宏さんの平成 27 年分の人的控除に係る所得控除額は、基礎控除 38 万円、「配偶者

控除 38 万円、扶養控除 38 万円」を合計した 114 万円である。 

 

問 12 正解 ２ 

２．が正しい。設問のケースの場合、民法相続人と法定相続分は、妻の雅代さんが 1／2，

子の新太郎さんと孫の良太さん（正次郎さんの代襲相続人）がそれぞれ 1／2×1／2＝1／4

となる。 
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問 13 正解 １ 

１．が正しい。通常の暦年贈与の場合、受贈者が 1 年間に贈与された財産の合計額から

基礎控除（110 万円）を差し引き、贈与税の税率を乗じて贈与税額を算出する。なお、贈与

税の税率については、平成 27年から改正され、問題文に掲載されているように、①20歳以

上の者が直系尊属（父母、祖父母等）から贈与を受けた財産の場合と、②それ以外の場合

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

ているので、留意のこと。 

設問の場合、贈与税額は、次のようになる。 

 ｛（120 万円＋150 万円）－110 万円｝×10％＝16 万円 

 

問 14 正解 ３ 

 ３．が正しい。 

・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（設問の場合、1.0）×地積（設問の場合、600 ㎡）＝自用地評

価額 

・賃貸マンションが建っている敷地は、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「150Ｃ」は、1 ㎡当たりの路線価が 150 千円（千円単位で表示）で、

Ｃは借地権割合を表すが、［借地権割合］の表より 70％である。借家権割合は 30％、賃

貸割合は 100％（満室）と記載されている。したがって、設問の土地の評価額は、次のよ

うにして計算される。 

（150 千円×1.00×600 ㎡）×（1－0.7×0.3×1.0）＝71,100 千円 

 

問 15 正解 ３ 

 ３．が正しい。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＞（マンション購入後） 

・金融資産：120 万円（普通預金）＋50 万円（定期預金）＝170 万円（①） 

 ・生命保険（解約返戻金相当額）：40 万円（②） 

 ・不動産（自宅マンション）：2,500 万円（③） 

  ＊資産合計＝①＋②＋③＝2,710 万円 

＜負債合計＞ 

 ・2,000 万円（住宅ローン） 

＜純資産＞ 

 2,710 万円（資産合計）－2,000 万円（負債合計）＝710 万円 
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問 16 正解 ２ 

１．適切。住宅ローン控除は、所得税の税額控除であるが、住宅ローン控除の額が所得税

額より多く、住宅ローン控除額に残額が生じる場合には、翌年度の個人住民税から差

し引くことができる。 

２．不適切。住宅ローン控除の適用要件の一つとして、適用を受ける年分の合計所得金額

が 3,000 万円以下とされている。したがって、合計所得金額が 3,000 万円を超えると、

その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ないが、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。 

３．適切。住宅ローン控除の主な適用要件として、上記２.以外に次のような要件がある。 

・借入金等は，住宅の取得等のための一定の借入金等で，10 年以上にわたり分割して

返済する方法になっているものであること 

・住宅の床面積は、新築・中古を問わず、床面積が 50 ㎡以上で，その 2 分の 1 以上が

もっぱら自己の居住の用に供するものであること 

  ・住宅の取得等の日から 6 ヵ月以内に居住の用に供し，原則として適用を受ける各年

の 12 月 31 日まで引き続き居住の用に供していること 

 

問 17 正解 ３ 

３．が正しい。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）で計算する。

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 1）勤続年数に 1 年未満の端数がある場合は、1 年に切り上げる。 

 （注 2）障害者になったことに起因した退職の場合は、上記控除額に 100 万円加算する。 

貴之さんの退職一時金が 2,300 万円で、勤続年数が 38 年の場合、退職所得の金額は、次

のようになる。 

・退職所得控除額：800 万円＋70 万円×（38 年－20 年）＝2,060 万円 

・退職所得の金額：（2,300 万円－2,060 万円）×1／2＝120 万円 

 

問 18 正解 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。 
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各種係数 どんなときに使うか？ 

終価係数 手持ちの資産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 

将来の目標額を準備するための毎年の積立金額を求める場合、減債基金係数を用いて計

算する。 

250 万円×0.05783（年利 2.0％、期間 15 年の減債基金係数）＝144,575 円→144,600 円

（百円未満四捨五入） 

 

問 19 正解 ３ 

 ３．が適切。公的年金の遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金がある。遺族基礎

年金は、国民年金の被保険者などが死亡したとき、子のある配偶者または子に支給される。

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。 

遺族厚生年金は、厚生年金の被保険者などが死亡したとき、配偶者や子などに支給され

る。 

したがって、仮に現時点で徹也さんが死亡した場合、妻の杏奈さんには、遺族基礎年金

と遺族厚生年金が支給される。 

 なお、中高齢寡婦加算額とは、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

金に加算されるものである。 

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。 

 また、寡婦年金とは、第 1 号被保険者として保険料を納めた期間（免除期間を含む）が

25 年以上ある夫が亡くなった時に、10 年以上継続して婚姻関係にあり、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ある。 

 

 



8 

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

問 20 正解 ３ 

 ３．が適切。健康保険料･厚生年金保険料は、産前産後休業中および育児休業期間中は、

被保険者および事業主とも支払いを免除されるが、それ以外の休業は、たとえ給与の支払

いがされない場合でも、休業前と同額の保険料を負担する必要がある。 


