
【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．宅地建物取引業の免許を受けていないＦＰが、顧客から依頼され、業務の⼀環としてマンショ

ンの賃借の媒介を⾏い、仲介⼿数料を受け取った。

2．税理⼠資格を有していないＦＰが、参加費有料のセミナーにおいて、仮定の事例に基づき、税

額計算の⼿順を解説した。

3．⽣命保険募集⼈登録をしていない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。
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問２

下記は、杉⼭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、計算過程に

おいては端数処理をせず計算し、計算結果については万円未満を四捨五⼊すること。

1．（ア）３０７ （イ）１，１８４

2．（ア）３０８ （イ）１，１８４

3．（ア）３０８ （イ）１，１９７
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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＜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。

1．２０１８年６⽉２１⽇の⽇経平均株価は、前⽇終値⽐マイナスで推移した時間帯があった。

2．２０１８年６⽉２１⽇１７時時点のドル／円相場は、１ドル＝１１０円５３銭の買値と１ドル

＝１１０円５４銭の売値が提⽰されていた。

3．新発１０年国債利回りの終値は、前営業⽇の０％に対し、２０１８年６⽉２１⽇は０．０３

５％へと上昇した。
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問４

下記は、ＮＩＳＡ（少額投資⾮課税制度）およびつみたてＮＩＳＡ（⾮課税累積投資契約に係る

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、最も不適切な

ものはどれか。

1．空欄（ア）に⼊る語句は、「株式・投資信託等」である。

2．空欄（イ）に⼊る語句は、「８０万円」である。

3．空欄（ウ）に⼊る語句は、「２０年間」である。

問５

下記＜資料＞は、福岡さんと杉⽥さんがＱＡ銀⾏（⽇本国内に本店のある普通銀⾏）で保有して

いる⾦融商品の時価の⼀覧表である。仮にＱＡ銀⾏が破綻した場合、この時価に基づいて預⾦保

険制度によって保護される⾦額に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1．福岡さんの⾦融商品のうち、保護される⾦額の合計は１，０５０万円である。

2．福岡さんの⾦融商品のうち、保護される⾦額の合計は１，０００万円である。

3．杉⽥さんの⾦融商品のうち、保護される⾦額の合計は６８０万円である。
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【第３問】 下記の（問６）〜（問８）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。

1．３００㎡×６０％×６／１０＝１０８㎡

2．３００㎡×６０％＝１８０㎡

3．３００㎡×３００％＝９００㎡
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問７

下記＜資料＞の建築基準法に定める道路およびそれに接する建築物の敷地に関する次の記述の空

欄（ア）〜（ウ）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、記載のな

い条件については⼀切考慮しないこととする。

＜資料＞の道路は、建築基準法上の道路とみなされる２項道路であり、建築基準法が施⾏され

るに⾄った際、すでに両側に建築物が⽴ち並んでいる幅員（ ア ）ｍ未満の道路である。＜

資料＞の場合、道路中⼼線から⽔平距離（ イ ）ｍ後退した線がこの道路の境界線とみなさ

れる。また、甲⼟地を建築物の敷地として利⽤する場合、甲⼟地は（ ウ ）ｍ以上道路に接

していなければならない。

1．（ア）６ （イ）３ （ウ）３

2．（ア）４ （イ）２ （ウ）４

3．（ア）４ （イ）２ （ウ）２
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問８

浅⾒さんは、下記＜資料＞の物件の購⼊を検討している。この物件の購⼊⾦額（消費税を含んだ

⾦額）として、正しいものはどれか。なお、＜資料＞に記載されている⾦額は消費税を除いた⾦

額であり、消費税率は１０％として計算すること。また、売買に係る諸費⽤については⼀切考慮

しないこととする。 

＜資料＞

1．２，０００万円×１．１０＋２，５００万円＝４，７００万円

2．２，０００万円＋２，５００万円×１．１０＝４，７５０万円

3．（２，０００万円＋２，５００万円）×１．１０＝４，９５０万円
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【第４問】 下記の（問９）〜（問１０）について解答しなさい。

問９

鶴⾒⼀郎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、⼀郎さんはこれまでに＜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。

鶴⾒⼀郎さんが、２０２３年中にぜんそく発作で死亡（急死）した場合に⽀払われる死亡保険

⾦は、合計（ ア ）である。

1．１，７００万円

2．２，０００万円

3．２，２００万円
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問１０

⾃動⾞損害賠償責任保険（以下「⾃賠責保険」という）に関する次の記述のうち、誤っているも

のはどれか。

1．⾃賠責保険では、⾃動⾞事故により他⼈を死傷させた場合の損害賠償責任を補償の対象として

おり、⾃動⾞事故により他⼈の物を壊した場合の損害賠償責任は補償の対象とならない。

2．⾃賠責保険では、⾃動⾞事故により他⼈に傷害を負わせた場合、傷害による損害に対して⽀払

われる保険⾦の⽀払限度額は、被害者１名につき１２０万円である。

3．⾃賠責保険では、⾃動⾞事故により他⼈を死亡させた場合、死亡による損害に対して⽀払われ

る保険⾦の⽀払限度額は、被害者１名につき２，０００万円である。
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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

所得税における医療費控除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。 

医療費控除の⾦額は以下のとおり計算される。「実際に⽀払った医療費の⾦額の合計額－保

険⾦等で補てんされる⾦額－（ ア ）」ただし、納税者本⼈のその年の総所得⾦額等が２

００万円未満の場合は（ ア ）ではなく、総所得⾦額等の（ イ ）相当額となる。

医療費控除の⾦額の上限は（ ウ ）である。

1．（ア） ５万円 （イ）１０％ （ウ）２００万円

2．（ア）１０万円 （イ） ５％ （ウ）１００万円

3．（ア）１０万円 （イ） ５％ （ウ）２００万円

問１２

会社員の川野さんは、２０２２年中に新築住宅を購⼊し、直ちに居住を開始した。住宅借⼊⾦等

特別控除（以下「住宅ローン控除」という）に関する次の（ア）、（イ）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。 

1．川野さんは、２０２２年分において所得税の住宅ローン控除の適⽤を受けるためには、２０２

２年分の合計所得⾦額が、３，０００万円以下でなければならない。

2．住宅ローン控除の適⽤対象となる住宅の床⾯積は原則として５０㎡以上であり、床⾯積の２分

の１以上を⾃⼰の居住の⽤に供していなければならない。

1．（ア）× （イ）○

2．（ア）○ （イ）×

3．（ア）○ （イ）○
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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１１⽉２０⽇に相続が開始された吉⽥⼤介さん（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．裕⼦ １／２ 政男 １／２

2．裕⼦ １／２ 政男 １／４ 優⽃ １／８ 由依 １／８

3．裕⼦ １／２ 政男 １／６ 優⽃ １／６ 由依 １／６

問１４

下表は、公正証書遺⾔の⼀般的な特徴についてまとめた表である。下表の空欄（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）２⼈以上 （イ）不要

2．（ア）２⼈以上 （イ）必要

3．（ア）３⼈以上 （イ）必要
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問１５

下記＜資料＞の宅地の借地権（普通借地権）について、路線価⽅式による相続税評価額として、

正しいものはどれか。なお、奥⾏価格補正率は１．０とし、記載のない条件については⼀切考慮

しないこととする。

1．１５０千円×１．０×３６０㎡×（１－６０％）＝２１，６００千円

2．１５０千円×１．０×３６０㎡×６０％＝３２，４００千円

3．１５０千円×１．０×３６０㎡＝５４，０００千円
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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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⼤津翔平さんは株式会社ＷＫに勤める会社員である。２０２１年１１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で税理⼠でもある成⽥さんに相談をした。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］

なし

［マイホーム：資⾦計画］

翔平さんは、２，３００万円のマンションの購⼊を検討しており、⺠間⾦融機関で１，８００

万円の住宅ローンを組む予定である。マンション購⼊の頭⾦は５００万円とし、その内訳は、

財形住宅貯蓄２８０万円、定期預⾦２５０万円のうち１２０万円、親から受ける贈与１００万

円である。 

［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の成⽥さんは、資⾦計画のとおりマンションを購⼊した後の⼤津家のバランスシートを試算

してみた。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する。

1．８３０（万円）

2．８６０（万円）

3．９８０（万円）

問１７

翔平さんは、今後１５年間で積⽴貯蓄をして、⻑男の雄介さんの教育資⾦として２５０万円を準

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、２５０万

円を準備するために必要な毎年の積⽴⾦額として、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、千円未満を切り上げ

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。

1．１２４，０００円

2．１４５，０００円

3．１９５，０００円
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問１８

翔平さんは、病気やケガで働けなくなった場合を考え、健康保険の傷病⼿当⾦についてＦＰの成

⽥さんに質問をした。健康保険（全国健康保険協会管掌健康保険）の傷病⼿当⾦に関する成⽥さ

んの次の説明のうち、最も不適切なものはどれか。

1．「傷病⼿当⾦は、休業１⽇につき標準報酬⽇額の４分の３相当額を受け取ることができま

す。」

2．「傷病⼿当⾦は、療養のため連続して３⽇間休業した場合に、４⽇⽬以降の休業した⽇につい

て受け取ることができます。」

3．「傷病⼿当⾦は、療養のため労務に服することができないことが⽀給の要件とされ、⼊院に限

らず⾃宅療養であっても受け取ることができます。」

問１９

翔平さんの公的年⾦加⼊歴は下記のとおりである。仮に翔平さんが現時点（３５歳）で死亡した

場合、翔平さんの死亡時点において妻の⿇⾐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、翔平さんは、⼊社時（２３歳）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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問２０

翔平さんと⿇⾐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。仮に⿇⾐さんが２

０２３年２⽉に死亡し翔平さんに保険⾦が⽀払われた場合、課される税⾦の種類として、最も適

切なものはどれか。

1．所得税

2．相続税

3．贈与税

3級実技（資産設計提案業務 2019.1）－16－



《模範解答》

問番号 解答

問1 1

問2 3

問3 3

問4 2

問5 2

問6 2

問7 3

問8 1

問9 3

問10 3

問11 3

問12 1

問13 2

問14 1

問15 2

問16 2

問17 2

問18 1

問19 3

問20 1

https://fp3-siken.com/kakomon/2019_1/fp/01.html
https://fp3-siken.com/kakomon/2019_1/fp/02.html
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