
【第１問】 次の設例に基づいて、下記の各問（《問1》〜《問3》）に答えなさい。

《問１》 現時点（2021年１⽉24⽇）においてAさんが死亡した場合、妻Bさんに⽀給される遺
族基礎年⾦の年⾦額（2020年度価額）は、次のうちどれか。

1）781,700円

2）781,700円＋224,900円＝1,006,600円

3）781,700円＋224,900円＋75,000円＝1,081,600円

〈ファイナンシャル・プランニング技能検定〉 －1－

 会社員のAさん（39歳）は、妻Bさん（38歳）および⻑⼥Cさん（７歳）との３⼈暮らしであ

る。Aさんは、公的年⾦制度の遺族給付の額や公的介護保険の給付内容等を確認したいと思って

いる。そこで、Aさんは、懇意にしているファイナンシャル・プランナーのMさんに相談するこ

とにした。 

＜Aさんの家族構成＞

1981年11⽉14⽇⽣まれ 

会社員（厚⽣年⾦保険・全国健康保険協会管掌健康保険に加⼊）

1982年６⽉24⽇⽣まれ 

国⺠年⾦に第３号被保険者として加⼊している。

2013年７⽉7⽇⽣まれ

＜公的年⾦加⼊歴（2020年12⽉分まで）＞

《設 例》

・Aさん ：

・妻Bさん ：

・⻑⼥Cさん：

妻Bさんおよび⻑⼥Cさんは、現在および将来においても、Aさんと同居し、⽣計維持関係に

あるものとする。

※

家族全員、現在および将来においても、公的年⾦制度における障害等級に該当する障害の状

態にないものとする。

※

上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。※



《問２》 Mさんは、現時点（2021年１⽉24⽇）においてAさんが死亡した場合に妻Bさんに⽀給
される遺族厚⽣年⾦の⾦額等について説明した。Mさんが、Aさんに対して説明した以下の⽂章の
空欄①〜③に⼊る語句の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。

 「遺族厚⽣年⾦の額は、原則として、Aさんの厚⽣年⾦保険の被保険者記録を基礎として計算

した⽼齢厚⽣年⾦の報酬⽐例部分の額の（ ① ）に相当する額になります。ただし、その計

算の基礎となる被保険者期間の⽉数が（ ② ）に満たないときは、（ ② ）とみなして年

⾦額が計算されます。

 また、⻑⼥Cさんの18歳到達年度の末⽇が終了すると、妻Bさんの有する遺族基礎年⾦の受給

権は消滅します。その後、妻Bさんが65歳に達するまでの間、妻Bさんに⽀給される遺族厚⽣年

⾦の額に（ ③ ）が加算されます」

1）① ３分の２  ② 300⽉  ③ 加給年⾦額

2）① ４分の３  ② 240⽉  ③ 加給年⾦額

3）① ４分の３  ② 300⽉  ③ 中⾼齢寡婦加算

《問３》 Mさんは、公的介護保険（以下、「介護保険」という）の保険給付について説明した。
MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も適切なものはどれか。

1）「介護保険の被保険者は、65歳以上の第１号被保険者と40歳以上65歳未満の医療保険加⼊者

である第２号被保険者に区分されます」

2）「第２号被保険者は、要介護状態となった原因が特定疾病であるか否かにかかわらず、介護給

付を受けることができます」

3）「第２号被保険者が介護給付を受けた場合、実際にかかった費⽤（⾷費、居住費等を除く）の

３割を⾃⼰負担する必要があります」

3級実技（個⼈資産相談業務 2021.1）－2－



【第２問】 次の設例に基づいて、下記の各問（《問4》〜《問6》）に答えなさい。

〈ファイナンシャル・プランニング技能検定〉 －3－

 会社員のAさん（30歳）は、株式や投資信託による運⽤を考えている。Aさんは、先⽇、会社

の上司から「私は配当⾦と株主優待を⽬的に上場企業の株式を10銘柄以上保有している。投資

未経験のAさんの場合、最初はつみたてNISAがいいのではないか」と⾔われた。 

 そこで、Aさんは、⾦融機関に勤務するファイナンシャル・プランナーのMさんに相談するこ

とにした。Mさんは、Aさんに対して、X社株式（東京証券取引所プライム市場上場）およびY

投資信託を例として、説明を⾏うことにした。 

＜X社に関する資料＞

＜Y投資信託（公募株式投資信託）に関する資料＞ 

銘柄名：⽇経225インデックスファンド（つみたてNISA対象商品） 

国内／株式

無期限

13,000円（１万⼝当たり）

年１回（９⽉10⽇）

なし

0.187％（税込）

なし

《設 例》

決算期：2023年３⽉31⽇（⽔）（配当の権利が確定する決算期末）※

・投資対象地域／資産 ：

・信託期間 ：

・基準価額 ：

・決算⽇ ：

・購⼊時⼿数料 ：

・運⽤管理費⽤（信託報酬）：

・信託財産留保額 ：

《設例》および各問において、以下の名称を使⽤している。 

・⾮課税上場株式等管理契約に係る少額投資⾮課税制度を「⼀般NISA」という。 

・⾮課税累積投資契約に係る少額投資⾮課税制度を「つみたてNISA」という。

※

上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。※



《問４》 はじめに、Mさんは、X社株式の投資指標および投資の際の留意点について説明した。
MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も適切なものはどれか。

1）「＜X社に関する資料＞から算出されるX社のROEは、12.50％です」

2）「＜X社に関する資料＞から算出されるX社株式の配当利回りは、37.50％です」

3）「Aさんは、権利付き最終⽇である2021年３⽉31⽇（⽔）までにX社株式を買付約定（購

⼊）すれば、X社株式の次回の期末配当を受け取ることができます」

《問５》 次に、Mさんは、Y投資信託について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次
のうち最も適切なものはどれか。

1）「Y投資信託のベンチマークである⽇経平均株価は、東京証券取引所プライム市場に上場して

いる内国普通株式の全銘柄を対象とする時価総額加重型の株価指標です」

2）「つみたてNISAの対象となる投資信託は、Y投資信託のような投資対象地域を⽇本国内とす

る投資信託に限定されており、海外を投資対象地域とする投資信託は対象となっていません」

3）「つみたてNISAの対象となる公募株式投資信託は、Y投資信託のように、購⼊時⼿数料がゼ

ロであることが要件の１つとなっています」

《問６》 最後に、Mさんは、「⼀般NISA」および「つみたてNISA」についてアドバイスした。
MさんのAさんに対するアドバイスとして、次のうち最も適切なものはどれか。

1）「つみたてNISAでは、年間の⾮課税投資枠は120万円、⾮課税期間は最⻑５年となります」

2）「X社株式を購⼊する場合、⼀般NISAを利⽤することが考えられますが、⼀般NISAとつみた

てNISAは、同⼀年中において、併⽤して新規投資等に利⽤することはできません」

3）「仮に、AさんがつみたてNISAで購⼊した公募株式投資信託を解約（売却）した場合、譲渡

益に対して20.315％相当額が源泉徴収等されます」

3級実技（個⼈資産相談業務 2021.1）－4－



【第３問】 次の設例に基づいて、下記の各問（《問7》〜《問9》）に答えなさい。

《問７》 Aさんの2022年分の所得税における総所得⾦額は、次のうちどれか。

1）628万円

2）728万円

3）920万円

〈ファイナンシャル・プランニング技能検定〉 －5－

 X株式会社に勤務する会社員のAさんは、妻Bさん、⻑男Cさんおよび⼆男Dさんの４⼈家族で

ある。Aさんは、2022年中に「ふるさと納税」の制度を初めて利⽤し、10の地⽅⾃治体に計10

万円の寄附を⾏っている。

＜Aさんとその家族に関する資料＞ 

会社員

専業主婦。2022年中に、パートタイマーとして給与収⼊80万円を受け

取っている。

無職。2022年中の収⼊はない。

⼤学⽣。2022年中の収⼊はない。

＜Aさんの2022年分の収⼊等に関する資料＞ 

《設 例》

・Aさん（54歳） ：

・妻Bさん（51歳） ：

・⻑男Cさん（25歳）：

・⼆男Dさん（20歳）：

給与収⼊の⾦額：820万円(1)

不動産所得の⾦額：100万円(2)

妻Bさん、⻑男Cさんおよび⼆男Dさんは、Aさんと同居し、⽣計を⼀にしている。※

Aさんとその家族は、いずれも障害者および特別障害者には該当しない。※

Aさんとその家族の年齢は、いずれも2022年12⽉31⽇現在のものである。※

上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。※



《問８》 Aさんの2022年分の所得税における所得控除に関する以下の⽂章の空欄①〜③に⼊る数
値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。 

i. 「妻Bさんの2022年分の合計所得⾦額は25万円です。妻Bさんの合計所得⾦額は（ ① ）

万円以下となりますので、Aさんは配偶者控除の適⽤を受けることができます。Aさんが適

⽤を受けることができる配偶者控除の額は、（ ② ）万円です」

ii. 「Aさんが適⽤を受けることができる扶養控除の額は、（ ③ ）万円です」

1）① 38  ② 26  ③ 76

2）① 48  ② 38  ③ 101

3）① 103  ② 38  ③ 63

《問９》 Aさんの2022年分の所得税の確定申告に関する次の記述のうち、最も不適切なものはど
れか。

1）「不動産所得の⾦額が20万円を超えるため、Aさんは所得税の確定申告をしなければなりませ

ん」

2）「Aさんは、所得税の確定申告をすることで、ふるさと納税で寄附した10万円の全額につい

て、2022年分の所得税額から控除されます」

3）「確定申告書は、原則として、2023年２⽉16⽇から３⽉15⽇までの間にAさんの住所地を所

轄する税務署⻑に提出してください」

3級実技（個⼈資産相談業務 2021.1）－6－



【第４問】 次の設例に基づいて、下記の各問（《問10》〜《問12》）に答えなさい。

〈ファイナンシャル・プランニング技能検定〉 －7－

 Aさん（58歳）は、2022年９⽉、⽗親が死亡し、アスファルト敷きの⽉極駐⾞場（甲⼟地）

および実家（建物とその敷地である⼄⼟地）を相続により取得した。⽗親が１⼈で暮らしてい

た実家の建物は、⽗親が亡くなったときのまま、空き家として放置している。 

 Aさんは、別の都市に⾃宅を保有し、居住しているため、実家に戻る予定はない。築45年の

実家の建物は⽼朽化が激しく、管理にも⼿間がかかるため、Aさんは実家の建物を取り壊し、⼄

⼟地を売却するか、あるいは⼄⼟地上に賃貸マンションを建築することを検討している。

＜甲⼟地および⼄⼟地の概要＞

甲⼟地は、建蔽率の緩和について特定⾏政庁が指定する⾓地である。

指定建蔽率および指定容積率とは、それぞれ都市計画において定められた数値である。

特定⾏政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域ではない。

《設 例》

上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。※



《問10》 ⼄⼟地に耐⽕建築物を建築する場合の①建蔽率の上限となる建築⾯積と②容積率の上限
となる延べ⾯積の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。

1）① 270㎡  ② 1,200㎡

2）① 300㎡  ② 1,200㎡

3）① 300㎡  ② 900㎡

《問11》 「被相続⼈の居住⽤財産（空き家）に係る譲渡所得の特別控除の特例」（以下、「本特
例」という）に関する以下の⽂章の空欄①〜③に⼊る語句または数値の組合せとして、次のうち
最も適切なものはどれか。

i. 「被相続⼈の居住⽤家屋およびその敷地を取得した相続⼈が、本特例の適⽤を受けて、その

家屋または敷地を譲渡した場合、最⾼（ ① ）万円の特別控除の適⽤を受けることができ

ます。本特例の対象となる家屋は、（ ② ）年５⽉31⽇以前に建築されたもので、マンシ

ョンなどの区分所有建物登記がされている建物は対象になりません」

ii. 「本特例の適⽤を受けるためには、譲渡価額が（ ③ ）円以下であること、2025年12⽉

31⽇までに⾏われる譲渡で相続開始⽇から同⽇以後３年を経過する⽇の属する年の12⽉31

⽇までに譲渡することなど、所定の要件を満たす必要があります」

1）① 3,000  ② 1981（昭和56）  ③ １億

2）① 3,000  ② 1991（平成３）  ③ １億6,000万

3）① 1,000  ② 2001（平成13）  ③ １億6,000万

《問12》 Aさんに対するアドバイスとして、次のうち最も不適切なものはどれか。

1）「等価交換⽅式とは、Aさんが所有する⼟地の上に、事業者が建設資⾦を負担してマンション

等を建設し、完成した建物の住⼾等をAさんと事業者がそれぞれの出資割合に応じて取得する

⼿法です」

2）「甲⼟地と⼄⼟地を⼀体とした⼟地に賃貸マンションを建築する場合、⼄⼟地単独での有効活

⽤に⽐べて、上限となる容積率が⼤きくなります」

3）「甲⼟地の前⾯道路（幅員10ｍの公道）の相続税路線価は、１㎡当たりの価額が300万円であ

ることを⽰しています」

3級実技（個⼈資産相談業務 2021.1）－8－



【第５問】 次の設例に基づいて、下記の各問（《問13》〜《問15》）に答えなさい。

《問13》 遺⾔に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1）「遺⾔により、Aさんの全財産を妻Bさんに相続させた場合、兄Cさんおよび甥Dさんが遺留分

侵害額請求権を⾏使する可能性があります」

2）「Aさんは、⾃⾝が作成した⾃筆証書遺⾔を法務局（遺⾔書保管所）に預けることができま

す」

3）「公正証書遺⾔は、証⼈２⼈以上の⽴会いのもと、遺⾔者が遺⾔の趣旨を公証⼈に⼝授し、公

証⼈がこれを筆記して作成するものです」

〈ファイナンシャル・プランニング技能検定〉 －9－

 Aさん（70歳）は、妻Bさん（70歳）との２⼈暮らしである。Aさん夫妻には、⼦がいない。

Aさんは、妻Bさんに全財産を相続させたいと考えており、遺⾔書の準備を検討している。 

＜Aさんの親族関係図＞

＜Aさんの主な所有財産（相続税評価額）＞

1. 現預⾦ ：7,500万円

2. 上場株式：2,000万円

3. ⾃宅敷地（250㎡）：8,000万円（注） 

⾃宅建物：1,000万円

4. 賃貸アパート敷地（250㎡）：5,000万円（注） 

賃貸アパート建物（築８年・６室）：2,500万円

合計：２億6,000万円

（注）「⼩規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」適⽤前の⾦額

《設 例》

上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。※



《問14》 仮に、Aさんの相続が現時点（2023年１⽉24⽇）で開始し、Aさんの相続に係る課税
遺産総額（課税価格の合計額－遺産に係る基礎控除額）が１億5,000万円であった場合の相続税
の総額は、次のうちどれか。

1）3,100万円

2）3,350万円

3）4,300万円

《問15》 現時点（2023年１⽉24⽇）において、Aさんの相続が開始した場合に関する以下の⽂
章の空欄①〜③に⼊る語句の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。

i. 「妻Bさんが⾃宅の敷地を相続により取得し、当該敷地の全部について、⼩規模宅地等につ

いての相続税の課税価格の計算の特例の適⽤を受けた場合、減額される⾦額は（ ① ）と

なります。なお、⾃宅の敷地について優先して本特例の適⽤を受けた場合、貸付事業⽤宅地

等として適⽤を受けることができる⾯積は所定の算式により調整しなければなりません」

ii. 「配偶者に対する相続税額の軽減の適⽤を受けた場合、妻Bさんが相続により取得した財産

の⾦額が、配偶者の法定相続分相当額と１億6,000万円とのいずれか（ ② ）⾦額までで

あれば、納付すべき相続税額は算出されません」

iii. 「相続税の申告書の提出期限は、原則として、相続の開始があったことを知った⽇の翌⽇か

ら（ ③ ）以内です」

1）① 6,400万円  ② 多い  ③ 10カ⽉

2）① 1,600万円  ② 少ない  ③ 10カ⽉

3）① 6,400万円  ② 少ない  ③ ４カ⽉

3級実技（個⼈資産相談業務 2021.1）－10－



《模範解答》

問番号 解答

第1問

問1 2

問2 3

問3 1
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