
【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．⽣命保険募集⼈・⽣命保険仲⽴⼈の登録をしていない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の計算を有償で⾏った。

2．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。

3．弁護⼠資格を有していないＦＰが、相続が発⽣した顧客の相談を受け、報酬を得る⽬的でその

顧客の代理⼈として遺産分割に係る法律事務を取り扱った。
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問２

下記は、安⻄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）〜（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、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）３４１ （イ） ２１ （ウ）７７９

2．（ア）３４２ （イ）▲２１ （ウ）７７９

3．（ア）３４２ （イ）▲２１ （ウ）７８０
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【第２問】 下記の（問３）〜（問４）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２位を四捨

五⼊するものとする。
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この企業の株価が５，５００円である場合、２０２０年１２⽉期の連結業績予想におけるＰ

ＥＲ（株価収益率）は（ ア ）倍である。

この企業の２０２０年１２⽉期の連結決算予想では、配当性向（連結）は前期より（ イ

）している。

1. （ア）２１．３ （イ）上昇

2. （ア）２４．０ （イ）上昇

3. （ア）２４．０ （イ）低下

問４

下記は、投資信託の費⽤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、最も不適切なものはどれか。

1．空欄（ア）：ノーロード型

2．空欄（イ）：⽇々

3．空欄（ウ）：収益分配⾦
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【第３問】 下記の（問５）〜（問７）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。

1．３６０㎡

2．２，１６０㎡

3．２，４００㎡
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問６

公的な⼟地評価に関する下表の空欄（ア）〜（ウ）にあてはまる語句として、誤っているものは

どれか。

1．空欄（ア）：基準地標準価格

2．空欄（イ）：毎年１⽉１⽇

3．空欄（ウ）：市町村（東京２３区は東京都）

問７

⽶⽥さんは、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、売買に係る諸経費については⼀切考慮し

ないこととする。

1．５，７５０万円

2．５，８００万円

3．６，０５０万円
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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

⼩⼭幹久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、幹久さんはこれまでに＜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。

⼩⼭幹久さんが、２０２２年中に急性⼼筋梗塞により急死（⼊院、⼿術なし）した場合に⽀払

われる死亡保険⾦は、合計（ ア ）である。

1．１，５００万円

2．２，５００万円

3．３，０００万円
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問９

橋⼝さんが⾃⾝を被保険者として契約している個⼈賠償責任保険に関する次の記述のうち、橋⼝

さんが法律上の損害賠償責任を負った場合に保険⾦の⽀払い対象とならないものはどれか。

1．橋⼝さんがラーメン店で接客中に、誤って客の⾐服を汚してしまった。

2．橋⼝さんが草野球の練習中に、⺠家の窓ガラスをボールで誤って破損してしまった。

3．橋⼝さんが休⽇にデパートで買い物中に、陳列してある商品を誤って壊してしまった。

問１０

⻄⼭聡さん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。＜資料＞に

基づく次の記述のうち、⾃動⾞保険による補償の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、運転者は聡さんである。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．被保険⾃動⾞を運転中に、横断歩道の歩⾏者に接触し、ケガを負わせた場合の損害賠償。

2．被保険⾃動⾞を運転中に、単独事故を起こし、⾞体が損傷した場合の修理費⽤。

3．被保険⾃動⾞を駐⾞場に駐⾞する際に、誘導中の妻に誤って⾞が接触し、ケガを負わせた場合

の治療費⽤。
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【第５問】 下記の（問１１）〜（問１３）について解答しなさい。

問１１

会社員の室井さんは、２０２２年中に勤務先を定年退職した。室井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、室井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、室井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＞

［室井さんの退職に係るデータ］ 

⽀給された退職⼀時⾦：４，５００万円

勤続年数：３８年

［参考：退職所得控除額の求め⽅］

1．２，４４０万円

2．２，０６０万円

3．１，２２０万円
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問１２

⻑岡さんが２０２２年中に⽀払った医療費等が下記＜資料＞のとおりである場合、⻑岡さんの２

０２２年分の所得税の確定申告における医療費控除の⾦額として、正しいものはどれか。なお、

⻑岡さんの２０２２年分の所得は給与所得６００万円のみであり、⽀払った医療費等はすべて⻑

岡さんおよび⽣計を⼀にする妻のために⽀払ったもので、保険⾦等で補てんされたものはない。

また、医療費控除の⾦額が最も⼤きくなるよう計算すること。

＜資料＞

⾵邪を予防するために薬局で購⼊したビタミン剤の購⼊代⾦ ２５，０００円

⾻折の治療のために整形外科へ⽀払った⼊院代 １７０，０００円

整形外科へ⾃家⽤⾞で通院するために要した駐⾞場代 ８，０００円

1．１０３，０００円

2．９５，０００円

3．７０，０００円
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問１３

佐野さんは、個⼈でアパートの賃貸をしている⻘⾊申告者である。佐野さんの２０２２年分の所

得および所得控除が下記＜資料＞のとおりである場合、佐野さんの２０２２年分の所得税額とし

て、正しいものはどれか。なお、佐野さんに＜資料＞以外の所得はなく、復興特別所得税や税額

控除、源泉徴収税額、予定納税等については⼀切考慮しないこととする。 

＜資料＞

［２０２２年分の所得］ 

不動産所得の⾦額 ７８０万円

※必要経費や⻘⾊申告特別控除額を控除した後の⾦額である。

［２０２２年分の所得控除］ 

所得控除の合計額 １１０万円

＜所得税額の計算⽅法＞ 

課税される所得⾦額×税率－控除額

1．９１２，５００円

2．１，１５８，０００円

3．１，３４０，０００円

〈ファイナンシャル・プランニング技能検定〉 －11－



【第６問】 下記の（問１４）〜（問１６）について解答しなさい。

問１４

２０２３年１⽉４⽇に相続が開始された筒井賢太郎さん（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．由⾹⾥ １／２ 浩太 １／４ 玲花 １／４

2．由⾹⾥ １／２ 浩太 １／６ 進平 １／６ 玲花 １／６

3．由⾹⾥ １／２ 広樹 １／６ 浩太 １／６ 玲花 １／６

問１５

相続開始後の各種⼿続きにおける下記＜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。なお、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．（ア）１ヵ⽉ （イ） ６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１６

飯⽥恵⼦さんは、夫から居住⽤不動産の贈与を受けた。恵⼦さんは、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おり、ＦＰで税理⼠でもある川久保

さんに相談をした。この相談に対する川久保さんの回答の空欄（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。

［川久保さんの回答］

「贈与税の配偶者控除を受けるためには、贈与があった⽇において、配偶者との婚姻期間が（

ア ）年以上あること等の所定の要件を満たす必要があります。また、贈与税の配偶者控除

の額は、最⾼（ イ ）万円です。」

1．（ア）１０ （イ）２，０００

2．（ア）２０ （イ）２，０００

3．（ア）２０ （イ）２，５００
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【第７問】 下記の（問１７）〜（問２０）について解答しなさい。
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荒⽊将⼤さんは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）］（単位：万円）

［負債残⾼］

住宅ローン（⾃宅マンション）：１，８００万円（債務者は将⼤さん、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ものとする。

《設 例》



問１７

ＦＰの福岡さんは、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。

1．２，５５０（万円）

2．２，６４０（万円）

3．２，６９０（万円）

問１８

将⼤さんは、６０歳で定年を迎えた後、公的年⾦の⽀給が始まる６５歳までの５年間の⽣活資⾦

に退職⼀時⾦の⼀部を充てようと考えている。仮に退職⼀時⾦のうち７００万円を年利１．０％

で複利運⽤しながら５年間で均等に取り崩すこととした場合、年間で取り崩すことができる最⼤

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、万円未満を切り捨てること。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。

1．１３３万円

2．１３７万円

3．１４４万円
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問１９

将⼤さんは、病気やケガで働けなくなった場合、健康保険からどのような給付が受けられるの

か、ＦＰの福岡さんに質問をした。福岡さんが⾏った健康保険（全国健康保険協会管掌健康保

険）の傷病⼿当⾦に関する次の回答の空欄（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。

＜福岡さんの回答＞ 

「傷病⼿当⾦は病気やケガの療養のため、会社を休んだ⽇が（ ア ）⽇間続いた後（ イ

）⽇⽬以降休業して賃⾦が受けられない⽇について、休業１⽇につき、⽀給開始⽇以前の継続

した１２ヵ⽉間の各⽉の標準報酬⽉額の平均額を３０で除した額の３分の２相当額が⽀給され

ます。」

1．（ア）２ （イ）３

2．（ア）３ （イ）４

3．（ア）４ （イ）５

問２０

将⼤さんは⽼後に備え、個⼈型確定拠出年⾦（以下「ｉＤｅＣｏ」という）について、ＦＰの福

岡さんに質問をした。ｉＤｅＣｏに関する福岡さんの次の説明のうち、最も不適切なものはどれ

か。

1．「将⼤さんは、確定給付企業年⾦を実施している企業に勤めていますので、ｉＤｅＣｏの加⼊

対象者とはなりません。」

2．「ｉＤｅＣｏに加⼊した場合、⽀払った掛⾦は、所得税や住⺠税の計算上、⼩規模企業共済等

掛⾦控除として所得控除の対象となります。」

3．「国⺠年⾦の第３号被保険者である雅⼦さんは、ｉＤｅＣｏの加⼊対象者となります。」
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《模範解答》

問番号 解答

問1 3

問2 2

問3 2

問4 3

問5 2

問6 1

問7 1

問8 2

問9 1

問10 3

問11 3

問12 3

問13 1

問14 1

問15 3

問16 2

問17 3

問18 3

問19 2

問20 1
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