
【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。

2．⽣命保険募集⼈登録をしていないＦＰが、⽣命保険契約を検討している顧客のライフプランに

基づき、必要保障額を具体的に試算した。

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、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、永井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）４５３ （イ）３８３

2．（ア）４５４ （イ）３８３

3．（ア）４５４ （イ）３８６
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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、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。下表の空欄（ア）〜（ウ）に⼊る語句とし

て、最も適切なものはどれか。

1．空欄（ア）：「同時に」

2．空欄（イ）：「４０万円」

3．空欄（ウ）：「１０年間」
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問４

下記＜資料＞は、ＷＸ投資信託の交付⽬論⾒書に記載された表である。＜資料＞に関する次の記

述のうち、最も適切なものはどれか。 

＜資料＞

［商品分類および属性区分］

商品分類

属性区分

1．ＷＸ投資信託は、投資対象として株式を組み⼊れることができる。

2．ＷＸ投資信託は、運⽤開始前の当初募集期間内のみ購⼊することができる。

3．ＷＸ投資信託の基準価額は、為替変動の影響を受けない。
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問５

下記＜資料＞に基づくＴＸ株式会社の投資指標に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれ

か。なお、購⼊時の⼿数料および税⾦は考慮しないこととする。

1．株価収益率（ＰＥＲ）で⽐較した場合、ＴＸ株式会社の株価は⽇経平均採⽤銘柄の平均（予想

ベース）より割安である。

2．株価純資産倍率（ＰＢＲ）で⽐較した場合、ＴＸ株式会社の株価は東京証券取引所市場第１部

（東証１部）全銘柄の平均より割安である。

3．配当利回りで⽐較した場合、ＴＸ株式会社の配当利回りはジャスダック全銘柄の単純平均（予

想ベース）より⾼い。

〈ファイナンシャル・プランニング技能検定〉 －5－



【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。

1．１８０㎡

2．９００㎡

3．１，０８０㎡
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問７

⽶⽥さんは、下記＜資料＞の甲⼟地を購⼊し、⾃宅を建築することを考えている。甲⼟地の建築

⾯積の最⾼限度を算出する基礎となる敷地⾯積として、正しいものはどれか。なお、この⼟地の

存する区域は特定⾏政庁が指定する区域に該当しないものとし、その他記載のない条件について

は⼀切考慮しないこととする。

1．２９０㎡

2．２８０㎡

3．２４０㎡
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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

⻄⼭奈緒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、奈緒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。

⻄⼭奈緒⼦さんが、２０２２年中に⼤腸ガンで継続して２５⽇間⼊院し、その間に約款所定の

⼿術（給付倍率４０倍）を１回受けた場合、⽀払われる給付⾦は、合計（ ア ）である。

1．１２５，０００円

2．２００，０００円

3．３２５，０００円
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問９

次の（ア）〜（ウ）の事例のうち、損害保険の保険⾦の⽀払い対象となるものとして、正しいも

のはどれか。なお、いずれの保険も特約などは付帯していないものとする。

1．（ア）

2．（イ）

3．（ウ）

問１０

吉⽥徹さんが契約している普通傷害保険の内容は下記＜資料＞のとおりである。次の記述のう

ち、保険⾦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、該当者は徹さんである。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．外出先で⾷べた弁当が原因で細菌性⾷中毒にかかり、⼊院した場合。

2．休⽇にスキーで滑降中に転倒し、⾜を⾻折して⼊院した場合。

3．業務中に指をドアに挟み、ケガをして通院した場合。
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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

個⼈事業主として不動産賃貸業を営む⼭本さんは、ＦＰで税理⼠でもある倉⽥さんに２０２２年

分の所得税より確定申告書の作成を依頼することにした。⼭本さんの２０２２年分の収⼊および

必要経費が下記＜資料＞のとおりである場合、⼭本さんの２０２２年分の不動産所得の⾦額（⻘

⾊申告特別控除前の⾦額）として、正しいものはどれか。

＜資料＞

［⼭本さんの２０２２年分の収⼊および必要経費］

収⼊ 

家賃 ３８０万円（未収家賃・前受家賃は発⽣していない） 

礼⾦ ２０万円（全額返還を要しない） 

敷⾦ ６０万円（退去時に全額返還する予定である）

必要経費 

２１０万円

1．２５０万円

2．１９０万円

3．１７０万円
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問１２

個⼈事業主として飲⾷店を営む宮野さんの２０２２年分の各種所得の⾦額が下記＜資料＞のとお

りである場合、宮野さんの２０２２年分の総所得⾦額として、正しいものはどれか。なお、＜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。

＜資料＞

［宮野さんの２０２２分の所得の⾦額］

事業所得の⾦額 ２８０万円 

給与所得の⾦額 １００万円（退職した勤務先から受給したものである） 

退職所得の⾦額 ５００万円（退職した勤務先から受給したものである）

1．８８０万円

2．７８０万円

3．３８０万円
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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１１⽉２０⽇に相続が開始された⼭根博⼦さん（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。

1．勝夫 ２／３ 正⾏ １／６ 洋⼦ １／６

2．勝夫 １／２ 正⾏ １／４ 洋⼦ １／４

3．勝夫 １／２ 正⾏ １／６ 洋⼦ １／６ 優奈 １／６

問１４

相続開始後の各種⼿続きに関する下記＜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）家庭裁判所 （イ） ６ヵ⽉

2．（ア）公証役場 （イ）１０ヵ⽉

3．（ア）家庭裁判所 （イ）１０ヵ⽉
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問１５

皆川真紀⼦さんは、夫から２０２２年５⽉に居住⽤不動産（財産評価額２，７００万円）の贈与

を受けた。真紀⼦さんは、この居住⽤不動産の贈与について、贈与税の配偶者控除の適⽤を受け

ることを検討している。真紀⼦さんが贈与税の配偶者控除の適⽤を最⾼限度額まで受けた場合の

２０２２年分の贈与税の配偶者控除および基礎控除後の課税価格として、正しいものはどれか。

なお、贈与税の配偶者控除の適⽤を受けるための要件はすべて満たしているものとする。また、

真紀⼦さんは２０２２年中に、当該贈与以外の贈与を受けていないものとする。

1．９０万円

2．５９０万円

3．７００万円
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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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荒⽊浩介さんは株式会社ＱＡに勤める会社員である。２０２０年８⽉に⽣まれた第⼀⼦も２歳

になり、今後の⽣活設計についてＦＰで税理⼠でもある福岡さんに相談をした。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］

なし

［マイホーム：資⾦計画］

浩介さんは、３，０００万円のマンションの購⼊を検討しており、⺠間⾦融機関で２，５００

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２００万円、定期預⾦２５０万円のうち２００万円、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の福岡さんは、資⾦計画どおりにマンションを購⼊した後の荒⽊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する。

1．１６０（万円）

2．６６０（万円）

3．１，０６０（万円）

問１７

浩介さんは、今後１０年間で毎年３６万円ずつ積⽴貯蓄をして、⻑⼥の千穂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。

1．３，２３４，０００円

2．３，９４２，０００円

3．４，３８８，０００円
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問１８

浩介さんは、会社の定期健康診断で異常を指摘され、２０２２年１１⽉に２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、浩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の福岡さんに相談をした。浩介さんの２０２２年１

１⽉の保険診療に係る総医療費が９０万円であった場合、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、浩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「３６万円」である。また、浩介さんは限度額適⽤認定証を病

院に提出していないものとする。

1．８６，４３０円

2．１８３，５７０円

3．１８９，８７０円

問１９

浩介さんの公的年⾦加⼊歴は下記のとおりである。仮に浩介さんが現時点（３３歳）で死亡した

場合、浩介さんの死亡時点において妻の理恵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、浩介さんは、⼊社時（２２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

浩介さんと理恵さんが加⼊している⽣命保険は下表のとおりである。仮に浩介さんが２０２３年

２⽉に死亡し理恵さんに保険⾦が⽀払われた場合、課税の対象となる税⾦の種類として、正しい

ものはどれか。

1．相続税

2．贈与税

3．所得税・住⺠税
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《模範解答》

問番号 解答

問1 3

問2 3

問3 2

問4 1

問5 3

問6 2

問7 1

問8 3

問9 1

問10 1

問11 2

問12 3

問13 1

問14 3

問15 2

問16 2

問17 2

問18 2

問19 3

問20 1
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