
【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．弁護⼠資格を有していないＦＰが、顧客からの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。

2．⽣命保険募集⼈資格を有していないＦＰが、顧客から相談を受け、顧客が死亡した場合におけ

る遺族の必要保障額を計算した。

3．税理⼠資格を有していないＦＰが、無料相談会において、相談者の持参した資料に基づいて、

相談者が納付すべき所得税の具体的な税額計算を⾏った。
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問２

下記は、村瀬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。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．（ア）２５７ （イ）３０２

2．（ア）２５８ （イ）３０２

3．（ア）２５８ （イ）３１３

3級実技（資産設計提案業務 2018.1）－2－



【第２問】 下記の（問３）〜（問４）について解答しなさい。

問３

下記は、経済指標についてまとめた表である。下表の経済指標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、「企業物価指数」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、「景気動向指数」である。
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問４

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、この企業の株価は

４，０００円であるものとし、購⼊時の⼿数料および税⾦は考慮しないこととする。また、計算

結果については、⼩数点以下第２位を四捨五⼊すること。

1．この企業の株を１単元（１単位）保有していた場合、２０１６年１２⽉期における年間の配当

⾦（税引前）は６，６００円である。

2．２０１６年１２⽉期における１株当たりの利益は２３５．５円である。

3．２０１７年１２⽉期の予想ＰＥＲは１７．８倍である。
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【第３問】 下記の（問５）〜（問６）について解答しなさい。

問５

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の延べ⾯積（床⾯積の合計）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。

1．３００×０．８＝２４０（㎡）

2．３００×６×６／１０＝１，０８０（㎡）

3．３００×４．０＝１，２００（㎡）

問６

⼟地の登記記録において、下表の甲区（ア）、⼄区（イ）に記録される事項の組み合わせとし

て、正しいものはどれか。なお、問題作成の都合上、表の⼀部を空欄（＊＊＊）としている。

1．（ア）賃借権設定登記 （イ）抵当権設定登記

2．（ア）所有権移転登記 （イ）抵当権設定登記

3．（ア）抵当権設定登記 （イ）所有権移転登記
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【第４問】 下記の（問７）〜（問９）について解答しなさい。

問７

⼤垣友⼦さんが加⼊している医療保険（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、友⼦さんはこれまでに＜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。

⼤垣友⼦さんが、２０２２年中に交通事故で⼤ケガを負い、給付倍率２０倍の⼿術を１回受

け、継続して１０⽇間⼊院した場合、⽀払われる給付⾦は、合計（ ア ）である。

1．５万円

2．１０万円

3．１５万円
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問８

損害保険の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．再調達価額とは、保険の対象と同等の物を新たに建築または購⼊するのに必要な⾦額から、使

⽤による消耗分を差し引いた⾦額のことである。

2．保険⾦とは、保険事故により損害が⽣じたとき、保険会社が被保険者に⽀払う⾦銭のことであ

る。

3．超過保険とは、保険⾦額が保険の対象の価額（保険価額）を超えている保険のことである。

問９

川野さんは、相次ぐ地震の報道を受け、⽕災保険と地震保険についてＦＰの布施さんに質問をし

た。地震保険等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1．⽕災保険では、地震、噴⽕またはこれらを原因とする津波による損害も補償の対象となるの

で、⽕災保険を契約していれば地震による被害への備えになる。

2．地震保険では、居住⽤の建物とそれに収容されている家財を保険の対象としているが、１個ま

たは１組の価額が３０万円を超える宝⽯や⾻とう品等は補償の対象から除かれる。

3．地震保険は保険の対象である建物や家財が全損の状態になった場合のみ補償の対象となる。
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【第５問】 下記の（問１０）〜（問１２）について解答しなさい。

問１０

下記＜資料＞に基づき、⼤津隆史さんの２０２２年分の所得税を計算する際の所得控除に関する

次の（ア）〜（ウ）の記述について、正しいものを○、誤っているものを×とした組み合わせとし

て、正しいものはどれか。

（ア）妻の由美さんは、給与所得が４８万円以下であるため、控除対象配偶者に該当する。 

（イ）⻑男の俊介さんは、１６歳以上であるため、特定扶養親族に該当する。 

（ウ）⺟のキミさんは、６５歳以上であるため、⽼⼈扶養親族に該当する。

1．（ア）○ （イ）× （ウ）×

2．（ア）○ （イ）× （ウ）○

3．（ア）× （イ）○ （ウ）○
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問１１

下記＜資料＞の３⼈の会社員のうち、２０２２年分の所得税において確定申告を⾏う必要がある

者は誰か。なお、＜資料＞に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．細井⼀⼈

2．成⽥康介

3．安⻄道夫

問１２

⼩⽥悟さん（６７歳）の２０２２年分の公的年⾦等の収⼊⾦額は３１０万円である。⼩⽥さんの

２０２２年分の公的年⾦等の雑所得の⾦額として、正しいものはどれか。なお、⼩⽥さんは公的

年⾦等以外に収⼊はないものとする。

1．１１０万円

2．２００万円

3．２０５万円
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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

２０２３年１⽉７⽇に相続が開始された藤原浩司さん（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．優⼦ １／２ 賢⼀ １／４ 節⼦ １／４

2．優⼦ １／２ 賢⼀ １／６ 博司 １／６ 隆治 １／６

3．優⼦ １／２ 賢⼀ １／４ 博司 １／８ 隆治 １／８

問１４

相続開始後の各種⼿続きの期限における下記＜資料＞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。

1．（ア）１ヵ⽉ （イ）１０ヵ⽉

2．（ア）３ヵ⽉ （イ） ６ヵ⽉

3．（ア）３ヵ⽉ （イ）１０ヵ⽉
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問１５

宮野真理⼦さん（４５歳）は、夫の智和さん（５０歳）から⾦銭の贈与を受けるに当たっての贈

与税の取扱いについて、ＦＰで税理⼠でもある阿久津さんに相談をした。この相談に対する阿久

津さんの回答の空欄（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。

＜阿久津さんの回答＞

ある年に真理⼦さんが智和さんから⾦銭の贈与を受け、その年中にそれ以外の財産の贈与を誰

からも受けなかった場合、その贈与された⾦銭の額が贈与税の基礎控除額である（ ア ）万

円以内であれば、贈与税は発⽣しないこととなります。 

なお、その⾦銭が居住⽤不動産の購⼊資⾦であり、かつ、智和さんとの婚姻期間が２０年以上

である等の所定の要件を満たす場合、基礎控除とは別に、最⼤（ イ ）万円の配偶者控除の

適⽤を受けることができます。

1．（ア） ６０ （イ）１，５００

2．（ア）１１０ （イ）２，０００

3．（ア）１１０ （イ）２，５００
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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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井川幸広さんは株式会社ＳＴに勤める会社員である。２０２３年７⽉に第⼆⼦が⽣まれる予定

であり、今後の⽣活設計についてＦＰで税理⼠でもある⼭根さんに相談をした。なお、下記の

データはいずれも２０２３年１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］

住宅ローン（⾃宅マンション）：２，３５０万円（債務者は幸広さん、団体信⽤⽣命保険付

き）

［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の⼭根さんは、井川家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。

1．２７５（万円）

2．３００（万円）

3．３２５（万円）

問１７

幸広さんは、今後１０年間で毎年２４万円ずつ積⽴貯蓄をして、⻑男の健太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２．０％で複利運⽤できるものとした場合、１０年後

の合計⾦額として、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、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。

1．２，９２６，０００円

2．２，６２８，０００円

3．２，１５６，０００円
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問１８

幸広さんと沙織さんが加⼊している⽣命保険は下表のとおりである。下表の契約Ａ〜Ｃについ

て、保険⾦・給付⾦が⽀払われた場合の課税関係に関する次の記述のうち、正しいものはどれ

か。

1．契約Ａについて、沙織さんが受け取った死亡保険⾦は、相続税の課税対象となる。

2．契約Ｂについて、沙織さんが受け取った⼊院給付⾦は、雑所得として所得税・住⺠税の課税対

象となる。

3．契約Ｃについて、沙織さんが受け取った満期保険⾦は、⼀時所得として所得税・住⺠税の課税

対象となる。

問１９

幸広さんの⽗の正幸さんは、２０２３年９⽉末に勤務先を定年退職する予定であり、定年退職後

は任意継続被保険者として健康保険の被保険者の資格を継続したいと考えている。全国健康保険

協会管掌健康保険（協会けんぽ）の任意継続被保険者に関する次の記述の空欄（ア）〜（ウ）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。 

被保険者の資格喪失⽇から起算して（ ア ）以内に申出をすることにより、退職後も引き続

き（ イ ）、健康保険の任意継続被保険者となることができる。ただし、任意継続被保険者

となるためには、資格喪失⽇の前⽇まで継続して（ ウ ）以上被保険者であったことが必要

となる。

1．（ア）２０⽇ （イ）２年間 （ウ）２ヵ⽉

2．（ア）２０⽇ （イ）４年間 （ウ）２ヵ⽉

3．（ア）１４⽇ （イ）２年間 （ウ）４ヵ⽉
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問２０

沙織さんは、現在、専業主婦であり国⺠年⾦の第３号被保険者であるが、第⼆⼦出産後、⼦育て

がひと段落したらパートタイマーとして働きたいと考えている。パートタイマーとして働き始め

た場合の沙織さんの国⺠年⾦の被保険者種別に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれ

か。なお、パートタイマーとして働き始めた以後の沙織さんの年収は１００万円未満で、幸広さ

んの年収の２分の１未満であるものとし、沙織さんはパート先において厚⽣年⾦の被保険者とな

らないものとする。

1．国⺠年⾦の第３号被保険者から第１号被保険者となる。

2．国⺠年⾦の第３号被保険者から第２号被保険者となる。

3．国⺠年⾦の第３号被保険者のままである。

〈ファイナンシャル・プランニング技能検定〉 －15－



《模範解答》

問番号 解答

問1 3

問2 3

問3 1

問4 1

問5 2

問6 2

問7 3

問8 1

問9 2

問10 1

問11 2

問12 2

問13 3

問14 3

問15 2

問16 3

問17 2

問18 1

問19 1

問20 3
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https://fp3-siken.com/kakomon/2018_1/fp/06.html
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