
【第１問】 下記の（問１）〜（問２）について解答しなさい。

問１

ファイナンシャル・プランニング業務を⾏うに当たっては、関連業法を順守することが重要であ

る。ファイナンシャル・プランナー（以下「ＦＰ」という）の⾏為に関する次の記述のうち、最

も不適切なものはどれか。

1．社会保険労務⼠資格を有していないＦＰが、顧客の「ねんきん定期便」等の資料を参考に、公

的年⾦の受給⾒込み額を試算した。

2．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

契約を締結した。

3．投資助⾔・代理業の登録をしていないＦＰが、顧客と投資顧問契約を締結し、当該契約に基づ

いて特定の有価証券の動向や投資判断について助⾔をした。
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問２

下記は、福岡家のキャッシュフロー表（⼀部抜粋）である。このキャッシュフロー表に関する次

の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、計算に当たっては、キャッシュフロー表中に記

載の整数を使⽤し、計算結果は万円未満を四捨五⼊すること。

1．空欄（ア）に⼊る数値とその求め⽅：「２３８×（１＋０．０２）＝２４３」

2．空欄（イ）に⼊る数値とその求め⽅：「１，２４４－６２６＝６１８」

3．空欄（ウ）に⼊る数値とその求め⽅：「１２６×（１＋０．０１）＋１０４＝２３１」
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【第２問】 下記の（問３）〜（問５）について解答しなさい。

問３

下記は、経済⽤語についてまとめた表である。下表の経済⽤語に関する次の記述のうち、最も不

適切なものはどれか。

1．空欄（ア）に⼊る⽤語は、「国内総⽣産（ＧＤＰ）」である。

2．空欄（イ）に⼊る⽤語は、「⽇銀短観」である。

3．空欄（ウ）に⼊る⽤語は、「消費者物価指数」である。

問４

下記＜資料＞に関する次の記述の空欄（ア）、（イ）にあてはまる数値または語句の組み合わせ

として、正しいものはどれか。なお、空欄（ア）の解答に当たっては、⼩数点以下第３位を四捨

五⼊すること。

ＭＡ株式会社における株価純資産倍率（ＰＢＲ）は、（ ア ）倍である。

ＭＡ株式会社とＭＢ株式会社の配当利回りを⽐較した場合、配当利回りが⾼いのは、（

イ ）株式会社である。

1．（ア）１．３３ （イ）ＭＡ

2．（ア）１．３３ （イ）ＭＢ

3．（ア）０．７５ （イ）ＭＢ
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問５

下記＜資料＞に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、⼿数料は考慮しない

ものとする。また、株価収益率（ＰＥＲ）の計算に当たっては、⼩数点以下第３位を四捨五⼊す

ること。

1．この企業の株を２０１２年１⽉に１単元購⼊し、２０１４年５⽉まで所有した場合、所有期間

に係る配当⾦額（税引前）は３，１００円である。

2．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１５０万円である。

3．この企業の株価が１，５００円である場合、２０１４年３⽉期の連結ベースの決算額で計算し

た株価収益率（ＰＥＲ）は２７．９３倍である。
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【第３問】 下記の（問６）について解答しなさい。

問６

建築基準法に従い、下記＜資料＞の⼟地に建築物を建築する場合、この⼟地に対する建築物の建

築⾯積の最⾼限度として、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については⼀切考慮しな

いこととする。

1．１８０㎡

2．９００㎡

3．１，０８０㎡
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【第４問】 下記の（問７）〜（問１０）について解答しなさい。

問７

有⾺健⼆さんが加⼊している⽣命保険（下記＜資料＞参照）の保障内容に関する次の記述の空欄

（ア）にあてはまる⾦額として、正しいものはどれか。なお、保険契約は有効に継続しているも

のとし、特約は⾃動更新されているものとする。また、健⼆さんはこれまでに＜資料＞の保険か

ら保険⾦および給付⾦を⼀度も受け取っていないものとする。

有⾺健⼆さんが、２０２２年中に交通事故で死亡（即死）した場合、⽀払われる死亡保険⾦

は、合計（ ア ）である。

1．１，３００万円

2．１，６００万円

3．１，７００万円
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問８

⼤下隆弘さんが加⼊しているガン保険（下記＜資料＞参照）の保障内容に関する次の記述の空欄

（ア）にあてはまる⾦額として、正しいものはどれか。なお、保険契約は有効に継続しているも

のとし、隆弘さんはこれまでに＜資料＞の保険から保険⾦および給付⾦を⼀度も受け取っていな

いものとする。

⼤下隆弘さんが２０２２年中に初めてガン（悪性新⽣物）と診断され、３０⽇⼊院したが、ガ

ンの症状が悪化したため死亡した場合、⽀払われる給付⾦は、合計（ ア ）である。

1．１３０万円

2．１４０万円

3．２３０万円
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問９

⽣命保険においては、従来どおりの保険料の払込みが困難になった場合に、解約をせずに保険契

約を継続する⽅法がある。これらの⽅法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1．保険料の払込みを中⽌し、その時点の解約返戻⾦を保険料に充当して従前の契約より⼩さい保

険⾦額の定期保険に変更するものを、「延⻑（定期）保険」という。

2．保険料の払込みを中⽌し、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期

間の養⽼保険または従前の契約と同じ種類の保険に変更するものを、「払済保険」という。

3．保険料の払込猶予期間までに払い込まれなかった保険料に相当する⾦額を、その保険契約の解

約返戻⾦の範囲内で、保険契約者に⾃動的に貸し付け、保険料の払込みに充当する制度を、

「⾃動振替貸付」という。

問１０

会社員の浜⽥義⼈さんが契約している普通傷害保険の主な内容は、下記＜資料＞のとおりであ

る。次の１〜３のケース（該当者は浜⽥義⼈さんである）のうち、保険⾦の⽀払い対象となるケ

ースはどれか。なお、１〜３のケースはいずれも保険期間中に発⽣したものである。また、＜資

料＞に記載のない事項については⼀切考慮しないこととする。

1．通勤時に誤って駅の階段で⾜を踏み外して捻挫し、通院した。

2．レストランで⾷べた料理が原因で細菌性⾷中毒にかかり、⼊院した。

3．地震で住宅が倒壊し⾜を⾻折したため、通院した。
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【第５問】 下記の（問１１）〜（問１２）について解答しなさい。

問１１

会社員である井川芳樹さんの２０２２年分の給与所得の源泉徴収票が下記のとおりである場合、

源泉徴収票の（ア）にあてはまる数値として、正しいものはどれか。なお、問題作成の都合上、

源泉徴収票の項⽬の⼀部を空欄（※）としている。

1．１，５２０，０００

2．３，８８０，０００

3．４，２０７，０００
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問１２

株式会社ＳＪに勤務する会社員の川久保すみれさんは、２０２２年中に下記＜資料＞の医療費等

を⽀払っており、確定申告において医療費控除の適⽤を受けたいと考えている。川久保さんの２

０２２年分の医療費控除の対象となる⽀出額（合計額）として、正しいものはどれか。なお、⽀

払った医療費等はすべて川久保さん本⼈のために⽀払ったものであり、保険⾦等で補てんされた

⾦額はない。

＜資料＞

７０，０００円

８０，０００円

１５，０００円

８０，０００円

1．１５０，０００円

2．１６５，０００円

3．２３０，０００円
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⾍⻭の治療のために⻭科医院に⽀払った⾦額 ：

複雑⾻折をして⼊院治療をしたために病院に⽀払った⾦額：

薬局で購⼊した市販の⾵邪薬の代⾦ ：

サプリメントの購⼊費⽤ ：
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【第６問】 下記の（問１３）〜（問１４）について解答しなさい。

問１３

２０２２年９⽉２⽇に相続が開始された安藤裕司さん（被相続⼈）の＜親族関係図＞が下記のと

おりである場合、⺠法上の相続⼈および法定相続分の組み合わせとして、正しいものはどれか。

なお、記載のない条件については⼀切考慮しないこととする。

＜親族関係図＞

1．美佐⼦ ２／３ 英樹 １／３

2．美佐⼦ ２／３ 英樹 １／６ ⾹苗 １／６

3．美佐⼦ １／２ 英樹 １／４ ⾹苗 １／４

問１４

今年で８０歳になる⼩⼭さんは、公正証書遺⾔の作成を検討している。公正証書遺⾔に関する次

の記述のうち、正しいものはどれか。

1．公正証書遺⾔を作成する場合、公証⼈が遺⾔の内容を聞きとり、公証⼈が作成するため、⼩⼭

さん⾃⾝が署名・押印をする必要はない。

2．公正証書遺⾔を作成した場合、相続発⽣後において、その遺⾔書は、家庭裁判所に提出して検

認を受ける必要はない。

3．公正証書遺⾔を作成する場合、⽴会⼈や証⼈は不要である。
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【第７問】 下記の（問１５）〜（問２０）について解答しなさい。
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野中康介さんは、株式会社ＲＫの従業員である。康介さんは定年を３年後に控えており、今後

の⽣活設計についてＦＰで税理⼠でもある安井さんに相談をした。なお、下記のデータはいず

れも２０２２年９⽉１⽇現在のものである。

［家族構成（同居家族）］

［保有資産（時価）］

［負債残⾼］

住宅ローン（⾃宅マンション）：７５０万円（債務者は康介さん、団体信⽤⽣命保険付き） 

［定年退職時］ 

退職⼀時⾦として、勤務先より２，２００万円が⽀給される予定。

［その他］ 

上記以外については、各設問において特に指定のない限り⼀切考慮しないこととする。

《設 例》



問１５

ＦＰの安井さんは、野中家の２０２２年９⽉１⽇時点のバランスシートを作成した。下表の空欄

（ア）にあてはまる⾦額として、正しいものはどれか。なお、＜設例＞に記載のあるデータに基

づいて解答することとし、＜設例＞に記載のないデータについては⼀切考慮しないこととする。

1．５，７００万円

2．６，４５０万円

3．７，９００万円

問１６

康介さんには、定年時に勤務先から退職⼀時⾦２，２００万円が⽀給される⾒込みである。この

場合における所得税に係る退職所得の⾦額（計算式を含む）として、正しいものはどれか。な

お、康介さんの勤続年数は３８年とし、障害者になったことに基因する退職ではないものとす

る。

1．２，２００万円－２，０６０万円＝１４０万円

2．２，２００万円－２，０６０万円－５０万円＝９０万円

3．（２，２００万円－２，０６０万円）×１／２＝７０万円
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問１７

康介さんは、定年後は、退職⼀時⾦の⼀部を⽼後の⽣活資⾦に充てようと思っている。仮に、退

職⼀時⾦のうち１，２００万円を年利２．０％で複利運⽤しながら２０年間で均等に取り崩すこ

ととした場合、毎年の⽣活資⾦に充てることができる⾦額として、正しいものはどれか。なお、

下記＜資料＞の３つの係数の中から最も適切な係数を選択して計算し、円単位で解答すること。

また、税⾦や記載のない事項については⼀切考慮しないこととする。

1．４９４，４００円

2．７３４，４００円

3．８０７，６００円

問１８

康介さんは、２０２２年５⽉に養⽼保険の満期保険⾦を受け取った。満期保険⾦に関する＜資料

＞が下記のとおりであるとき、康介さんの２０２２年分の所得税に係る⼀時所得の⾦額（計算式

を含む）として、正しいものはどれか。なお、康介さんには２０２２年中、当該養⽼保険の満期

保険⾦の他に⼀時所得に該当する収⼊はないものとする。また、記載のない事項については⼀切

考慮しないこととする。

1．５５０万円－４００万円＝１５０万円

2．５５０万円－４００万円－３８万円＝１１２万円

3．５５０万円－４００万円－５０万円＝１００万円
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問１９

康介さんは、会社の定期健康診断で異常を指摘され、２０２２年５⽉に３週間ほど⼊院をして治

療を受けた。その際の病院への⽀払いが⾼額であったため、康介さんは健康保険の⾼額療養費制

度によって払戻しを受けたいと考え、ＦＰの安井さんに相談をした。康介さんの２０２２年５⽉

の保険診療に係る総医療費が１００万円（⾃⼰負担額３０万円）であった場合、⾼額療養費制度

により払戻しを受けることができる⾦額として、正しいものはどれか。なお、康介さんは全国健

康保険協会管掌健康保険の被保険者で、標準報酬⽉額は「５０万円」である。

1．８７，４３０円

2．２１２，５７０円

3．２１９，５７０円

問２０

康介さんは、定年後、勤務先の再雇⽤制度を利⽤して株式会社ＲＫに勤務し、６５歳になるまで

厚⽣年⾦保険に加⼊する予定である。直⼦さんは現在、専業主婦で国⺠年⾦の第３号被保険者で

あるが、康介さんの再雇⽤制度による勤務開始後、直⼦さんが６０歳になるまでの国⺠年⾦の被

保険者に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1．国⺠年⾦の第３号被保険者ではなくなり第１号被保険者とされる。

2．国⺠年⾦の第３号被保険者ではなくなり第２号被保険者とされる。

3．国⺠年⾦の第３号被保険者のままである。
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《模範解答》

問番号 解答

問1 3

問2 3

問3 1

問4 2

問5 2

問6 1

問7 3

問8 3

問9 1

問10 1

問11 2

問12 2

問13 3

問14 2

問15 1

問16 3

問17 2

問18 3

問19 2

問20 3

https://fp3-siken.com/kakomon/2015_9/fp/01.html
https://fp3-siken.com/kakomon/2015_9/fp/02.html
https://fp3-siken.com/kakomon/2015_9/fp/03.html
https://fp3-siken.com/kakomon/2015_9/fp/04.html
https://fp3-siken.com/kakomon/2015_9/fp/05.html
https://fp3-siken.com/kakomon/2015_9/fp/06.html
https://fp3-siken.com/kakomon/2015_9/fp/07.html
https://fp3-siken.com/kakomon/2015_9/fp/08.html
https://fp3-siken.com/kakomon/2015_9/fp/09.html
https://fp3-siken.com/kakomon/2015_9/fp/10.html
https://fp3-siken.com/kakomon/2015_9/fp/11.html
https://fp3-siken.com/kakomon/2015_9/fp/12.html
https://fp3-siken.com/kakomon/2015_9/fp/13.html
https://fp3-siken.com/kakomon/2015_9/fp/14.html
https://fp3-siken.com/kakomon/2015_9/fp/15.html
https://fp3-siken.com/kakomon/2015_9/fp/16.html
https://fp3-siken.com/kakomon/2015_9/fp/17.html
https://fp3-siken.com/kakomon/2015_9/fp/18.html
https://fp3-siken.com/kakomon/2015_9/fp/19.html
https://fp3-siken.com/kakomon/2015_9/fp/20.html

