
【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．税理⼠資格を有していないＦＰが、参加費が必要な有料のセミナーにおいて、仮定の事例に基

づき、⼀般的な税法の解説を⾏った。

2．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た。

3．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。
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問２

下記は、⾼倉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、最も不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：「５８３×（１＋０．０１×３）≒６００」

2．空欄（イ）に⼊る数値とその求め⽅：「６８９－９３１＝▲２４２」

3．空欄（ウ）に⼊る数値とその求め⽅：「５９８×（１＋０．０１）＋５８≒６６２」
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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、正しい

ものはどれか。

1．空欄（ア）に⼊る⽤語は、「景気動向指数」である。

2．空欄（イ）に⼊る⽤語は、「消費動向調査」である。

3．空欄（ウ）に⼊る⽤語は、「売りオペレーション」である。

問４

下記は、ジュニアＮＩＳＡ（未成年者少額投資⾮課税制度）についてまとめた表である。下表に

関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1．空欄（ア）に⼊る語句は、「毎年１００万円」である。

2．空欄（イ）に⼊る語句は、「最⻑５年間」である。

3．空欄（ウ）に⼊る語句は、「２２歳」である。
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問５

下記＜資料＞に関する次の記述の空欄（ア）、（イ）にあてはまる数値の組み合わせとして、正

しいものはどれか。

この企業の株を１単元（１単位）保有していた場合、２０１６年３⽉期における年間の配当

⾦額（税引前）は（ ア ）円であったことが分かる。

２０１６年３⽉期における１株当たりの利益は（ イ ）円であったことが分かる。

1．（ア） ６５０  （イ）１２

2．（ア）１，２００  （イ）１２

3．（ア）１，２００  （イ）４７．２
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【第３問】 下記の（問６）〜（問７）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。

1．３６０㎡

2．４８０㎡

3．１，８００㎡
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問７

数年後に定年を迎える野村さんは、下記＜資料＞の⼟地の購⼊を検討している。そこで、この⼟

地を取得した場合の将来的な⼟地の活⽤等について、ＦＰの横川さんに相談をした。⼟地の⽤途

制限に関する次の説明のうち、誤っているものはどれか。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．「将来、勤務医の息⼦さんが開業を希望される場合、診療所を建築することができます。」

2．「定年後、野村さんの⾳楽仲間たちと趣味を楽しみながら営業するために、カラオケボックス

（娯楽施設）を建築することができます。」

3．「近隣には⼤学もあり、単⾝者⽤住居の需要も多いので、家賃収⼊を得るための賃貸マンショ

ンを建築することができます。」
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【第４問】 下記の（問８）〜（問１０）について解答しなさい。

問８

明⽯直太朗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、直太朗さんはこれまでに＜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。

明⽯直太朗さんが、２０２２年中に⼼筋梗塞で死亡（急死）した場合に⽀払われる死亡保険⾦

は、合計（ ア ）である。

1．３，３００万円

2．３，５００万円

3．３，８００万円
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問９

桑原亨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、亨さんはこれまでに＜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。

桑原亨さんが、２０２２年中に初めてガン（悪性新⽣物）と診断され、６０⽇間⼊院した場

合、⽀払われる給付⾦は、合計（ ア ）である。

1．３０万円

2．１００万円

3．１３０万円
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問１０

杉⽥彩さん（会社員）が契約している⾃動⾞保険の主な内容は、下記＜資料＞のとおりである。

次の記述のうち、⾃動⾞保険の⽀払い対象とならないものはどれか。なお、いずれも保険期間中

に発⽣したものであり、運転者は杉⽥彩さんである。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．⾃動⾞を運転中に、誤って横断歩道の歩⾏者に接触し、ケガを負わせてしまった。

2．⾃動⾞を⾃宅⾞庫に⼊れるとき、誤って⾞庫の壁に衝突し壁を壊してしまった。

3．⾃動⾞を運転中に、交差点で他の⾃動⾞と衝突し杉⽥さんがケガを負った。
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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

会社員の井上幸⼀さんは、２０２２年中に勤務先を定年退職する予定である。井上さんの退職に

係るデータが下記＜資料＞のとおりである場合、井上さんの所得税に係る退職所得の⾦額とし

て、正しいものはどれか。なお、井上さんは役員であったことはなく、退職は障害者になったこ

とに基因するものではない。また、前年以前に受け取った退職⾦はないものとする。

＜資料＞

［井上さんの退職に係るデータ］ 

⽀給される退職⼀時⾦：３，０００万円

勤続年数：４０年

1．３，０００万円×１／２－２，２００万円＜０ よって、０円

2．（３，０００万円－２，２００万円）×１／２＝４００万円

3．３，０００万円－２，２００万円×１／２＝１，９００万円
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問１２

個⼈事業主として物品販売業を営む細井浩輔さんの２０２２年分の各種所得の⾦額が下記＜資料

＞のとおりと⾒込まれる場合、細井さんの総合課税の対象とされる総所得⾦額として、正しいも

のはどれか。なお、細井さんの２０２２年中の所得は＜資料＞に記載されている所得以外にはな

いものとする。 

＜資料＞

［細井さんの２０２２年分の所得の⾦額（⾒込み額）］ 

事業所得の⾦額 ２５０万円 

給与所得の⾦額  ８０万円（退職した勤務先から受給したもので、給与所得控除後の⾦額であ

る）

譲渡所得の⾦額 ３００万円（不動産の譲渡によるもの）

1．２５０万円＋８０万円＋３００万円＝６３０万円

2．８０万円＋３００万円＝３８０万円

3．２５０万円＋８０万円＝３３０万円
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【第６問】 下記の（問１３）〜（問１５）について解答しなさい。

問１３

２０２２年９⽉１⽇に相続が開始された⼭⽥悟さん（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．優⼦ １／２ 勇⼀ １／２

2．優⼦ １／２ 勇⼀ １／４ 幸恵 １／４

3．優⼦ １／２ 勇⼀ １／４ 弘志 １／８ 隆治 １／８
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問１４

杉⼭恵美さん（２８歳）が２０２２年中に贈与を受けた財産の価額と贈与者は以下のとおりであ

る。杉⼭さんの２０２２年分の贈与税額として、正しいものはどれか。なお、２０２２年中にお

いて、杉⼭さんはこれ以外の財産の贈与を受けておらず、相続時精算課税制度は選択していない

ものとする。

杉⼭さんの⽗からの贈与現⾦ ２４０万円

杉⼭さんの⺟からの贈与現⾦ １８０万円

※上記の贈与は、住宅取得等資⾦や教育資⾦、結婚・⼦育てに係る資⾦の贈与ではない。

1．５４０，０００円

2．３７０，０００円

3．３６５，０００円
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問１５

⻑⾕川和博さんは、⽗親の相続について、相続の放棄を考えている。相続放棄の申述の期限およ

びその申述先に関する次の記述の空欄（ア）、（イ）にあてはまる語句の組み合わせとして、正

しいものはどれか。 

相続の放棄をするためには、相続の開始があったことを知った時から（ ア ）以内に、その

旨を（ イ ）に申述しなければならない。

1．（ア）１ヵ⽉ （イ）公証役場

2．（ア）３ヵ⽉ （イ）公証役場

3．（ア）３ヵ⽉ （イ）家庭裁判所
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【第７問】 下記の（問１６）〜（問２０）について解答しなさい。
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⼤垣宏光さんは、株式会社ＲＫに勤める会社員である。２０２２年５⽉に第⼀⼦が⽣まれたこ

ともあり、今後の⽣活設計についてＦＰで税理⼠でもある宇野さんに相談をした。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）］

［保有財産（時価）］

［負債残⾼］なし

［マイホーム：資⾦計画］

宏光さんは、定期預⾦２５０万円のうちの１５０万円、財形住宅貯蓄２５０万円、親からの贈

与により取得した１００万円、合計５００万円を頭⾦とし、⺠間⾦融機関で１，７００万円の

住宅ローンを組んで、２，２００万円のマンションを購⼊したいと考えている。

［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１６

ＦＰの宇野さんは、資⾦計画のとおりマンションを購⼊した後の⼤垣家のバランスシートを試算

してみた。下記の空欄（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。

1．６１０（万円）

2．７１０（万円）

3．８１０（万円）

問１７

宏光さんは、今後１５年間で毎年２０万円ずつ積⽴貯蓄をして、⻑男の⾵磨さんの教育資⾦を準

備したいと考えている。積⽴期間中に年利２％で複利運⽤できるものとした場合、１５年後の合

計額として、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、解答に当たっては、千円未満を四捨五⼊すること。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。

1．４，０３８，０００円

2．３，４５９，０００円

3．２，５７０，０００円
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問１８

宏光さんは、⾃宅⽤マンションの購⼊に備え、財形住宅貯蓄を利⽤している。財形住宅貯蓄に関

する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1．貯蓄型の財形住宅貯蓄（銀⾏、証券会社などの財形住宅貯蓄）は、財形年⾦貯蓄と合わせて元

利合計３８５万円まで⾮課税となる。

2．住宅取得のみでなく、⼀定の要件を満たせば住宅の増改築でも払出しができる。

3．勤労者財産形成促進法の勤労者で、契約申込み時の年齢が５５歳未満であれば契約をすること

ができる。

問１９

宏光さんと美⾥さんが加⼊している⽣命保険は下記＜資料＞のとおりである。仮に、美⾥さんが

２０２２年１０⽉に死亡し、宏光さんに保険⾦が⽀払われた場合、課される税⾦として、正しい

ものはどれか。

1．所得税

2．相続税

3．贈与税
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問２０

宏光さんの公的年⾦加⼊歴は下記のとおりである。仮に、宏光さんが現時点（３１歳）で死亡し

た場合、宏光さんの死亡時点において妻の美⾥さんに⽀給される公的年⾦の遺族給付に関する次

の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、宏光さんは、⼊社時（２４歳で⼊社）から死亡

時まで厚⽣年⾦保険に加⼊しているものとし、遺族給付における⽣計維持要件は満たされている

ものとする。

1．遺族基礎年⾦と死亡⼀時⾦が⽀給される。

2．遺族厚⽣年⾦と寡婦年⾦が⽀給される。

3．遺族基礎年⾦と遺族厚⽣年⾦が⽀給される。
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《模範解答》

問番号 解答

問1 2

問2 1

問3 1

問4 2

問5 3

問6 2

問7 2

問8 3

問9 3

問10 2

問11 2

問12 3

問13 1

問14 3

問15 3

問16 2

問17 2

問18 1

問19 1

問20 3
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