
【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・保険仲⽴⼈の登録を受けていないＦＰが、顧客から相談を受け、将来の必要

保障額の試算および加⼊している⽣命保険の保障内容を説明した。

2．弁護⼠資格を有していないＦＰが、離婚後の⽣活設計について相談された顧客の依頼により、

その顧客の代理⼈として相⼿⽅との離婚時の財産分与について話し合いを⾏い、報酬を得た。

3．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、⼀

般的な税法の解説を⾏った。
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問２

下記は、最上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）４３２ （イ）９７０

2．（ア）４３３ （イ）９６８

3．（ア）４３３ （イ）９６０
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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＞に基づくＱＸ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、ＱＸ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、ＱＸ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、ＱＸ株式会社の配当利回りはジャスダック全銘柄の平均（予想ベ

ース）より低い。
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問４

関根さんは上場株式への投資に興味をもち、ＦＰの榎⽥さんに質問をした。下記の空欄（ア）〜

（ウ）にあてはまる語句に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

株式会社による株主還元策について教えてください。

株式会社によっては、⼿元資⾦を使い⾃社の流通株式を買い戻す⾃社株買いを⾏う

場合があります。⾃社株買いを⾏うと市場に出回る株数が減るため、株価に影響す

る他の要因を考慮しないと仮定した場合、１株当たりの価値は（ ア ）すると考

えられます。

株式会社による株主への還元率を表す指標はないのでしょうか。

配当性向が挙げられます。配当性向とは、株式会社が稼いだ純利益のうち、株主へ

配当した割合を表しています。純利益が同額で株主配当⾦が多ければ、配当性向は

（ イ ）なります。

分かりました。ところで、ほかにはどのような株式投資によるメリットがあります

か。

例えば、⼀定株数以上を保有する株主に対し、株式会社が⾃社製品や割引券、商品

券などの特典等を贈る（ ウ ）が挙げられます。

1．空欄（ア）にあてはまる語句は、「減少」である。

2．空欄（イ）にあてはまる語句は、「⾼く」である。

3．空欄（ウ）にあてはまる語句は、「株主優待制度」である。
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問５

福岡さんはＱＳ投資信託を新規募集時に１，０００万⼝購⼊し、特定⼝座（源泉徴収⼝座）で保

有して収益分配⾦を受け取っている。下記＜資料＞に基づき、福岡さんが保有するＱＳ投資信託

に関する次の記述の空欄（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。 

＜資料＞

［ＱＳ投資信託の商品概要（新規募集時）］

投資信託の分類：追加型／国内／株式／特殊型（ブル・ベア型） 

決算および収益分配：毎年４⽉２５⽇（休業⽇の場合には翌営業⽇） 

申込価格：１⼝当たり１円

申込単位：１万⼝以上１⼝単位

基準価額：当ファンドにおいては、１万⼝当たりの価額で表⽰

購⼊時⼿数料：購⼊⾦額に対して１．６％（税込み）

運⽤管理費⽤（信託報酬）：純資産総額に対し年０．８％（税込み） 

信託財産留保額：１万⼝につき解約請求⽇の翌営業⽇の基準価額に０．３％を乗じた額 

［福岡さんが保有するＱＳ投資信託の収益分配⾦受取時の運⽤状況（１万⼝当たり）］ 

収益分配前の個別元本：９，４００円 

収益分配前の基準価額：１０，０００円

収益分配⾦：１，０００円

収益分配後の基準価額：９，０００円

福岡さんが、ＱＳ投資信託を新規募集時に１，０００万⼝購⼊した際に、⽀払った購⼊時⼿

数料（税込み）は、（ ア ）である。

収益分配時に、福岡さんに⽀払われた収益分配⾦のうち６００円（１万⼝当たり）は（

イ ）である。

1．（ア）２４０，０００円 （イ）普通分配⾦

2．（ア）１６０，０００円 （イ）元本払戻⾦（特別分配⾦）

3．（ア）１６０，０００円 （イ）普通分配⾦
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【第３問】 下記の（問６）〜（問７）について解答しなさい。

問６

公的な⼟地評価に関する下表の空欄（ア）〜（ウ）にあてはまる語句の組み合わせとして、最も

適切なものはどれか。

1．（ア）総務省 （イ）市町村（東京２３区は東京都） （ウ）７０％

2．（ア）国⼟交通省 （イ）市町村（東京２３区は東京都） （ウ）８０％

3．（ア）国⼟交通省 （イ）国税庁 （ウ）９０％

問７

下記＜資料＞の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。

1．１２０㎡

2．１８０㎡

3．１９０㎡
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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

杉野健三さんが加⼊しているがん保険（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、健三さんはこれまでに＜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。

杉野健三さんが、２０２２年中に初めてがんと診断され、がんの治療のために２２⽇間⼊院

し、その間に⼿術（給付倍率４０倍）を１回受け、退院から１週間後に交通事故で死亡した場

合に⽀払われる保険⾦および給付⾦は合計（ ア ）である。

1．７２０，０００円

2．１，７２０，０００円

3．２，６２０，０００円
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問９

会社員で共働きの⼤場さん夫妻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、保険⾦が⽀払われた場合の課税関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはど

れか。

1．契約Ａについて、⼦が受け取った死亡保険⾦は贈与税の課税対象となる。

2．契約Ｂについて、妻が受け取った死亡保険⾦は相続税の課税対象となる。

3．契約Ｃについて、妻が受け取った死亡保険⾦は所得税・住⺠税の課税対象となる。

問１０

⾃動⾞損害賠償責任保険（以下「⾃賠責保険」という）の補償内容は下記＜資料（⼀部抜粋）＞

のとおりである。この⾃賠責保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、加

害⾞両が複数の場合については考慮しないものとする。

1．原動機付⾃転⾞は、⾃賠責保険の加⼊が義務付けられていない。

2．⾃賠責保険の⽀払い対象となる被害者１名の事故で治療費と休業損害が合計１５０万円であっ

た場合、傷害による損害として１５０万円が⽀払われる。

3．⾃賠責保険は単独事故による運転者⾃⾝のケガについては補償していない。
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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

布施さん（６８歳）の２０２２年分の収⼊等は下記＜資料＞のとおりである。布施さんの２０２

２年分の所得税における総所得⾦額として、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。

1．２１０万円

2．２５０万円

3．２６０万円
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問１２

会社員の⼤垣さんの２０２２年分の所得等が下記＜資料＞のとおりである場合、⼤垣さんが２０

２２年分の所得税の確定申告をする際に、給与所得と損益通算できる損失の⾦額として、正しい

ものはどれか。なお、▲が付された所得の⾦額は、その所得に損失が発⽣していることを意味す

るものとする。

1．▲２００万円

2．▲１６０万円

3．▲１５０万円

問１３

会社員の細川博さんが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、博

さんの２０２２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、博さんの２０２２年中の所得は、給与所得６００万円のみであり、⽀払った医療費等

はすべて博さんおよび⽣計を⼀にする妻のために⽀払ったものである。また、保険⾦等により補

てんされた⾦額はないものとし、医療費控除の⾦額が最も⼤きくなるよう計算することとする。

（※）博さんは２０２２年８⽉に受けた健康診断により重⼤な疾病が発⾒されたため、引き続き

⼊院して治療を⾏った。

1．３２０，０００円

2．１７０，０００円

3．１５０，０００円
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【第６問】 下記の（問１４）〜（問１５）について解答しなさい。

問１４

２０２３年１⽉５⽇に相続が開始された牧村誠⼀さん（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．智⼦ １／２ 歩美 １／２

2．智⼦ １／２ 歩美 １／４ ⼤雅 １／４

3．智⼦ １／２ 歩美 １／６ ⼤雅 １／６ 莉名 １／６
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問１５

ＦＰで税理⼠でもある⻄⼭さんは、⼩⼭和夫さん（６６歳）から相続時精算課税制度に関する相

談を受けた。和夫さんからの相談内容に関する記録は、下記＜資料＞のとおりである。この相談

に対する⻄⼭さんの回答の空欄（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。

＜資料＞

［相談記録］

相談⽇：２０２２年１１⽉３⽇

相談者：⼩⼭和夫 様（６６歳） 

相談内容：相続時精算課税制度を活⽤して、⻑男の⼩⼭豊様（３５歳）に事業⽤資⾦として現

⾦３，０００万円を贈与したい。この贈与について相続時精算課税制度を適⽤した場合の贈与

税の計算における控除額や税率について知りたい。なお、豊様は、和夫様からの贈与について

相続時精算課税制度の適⽤を受けたことはない。

［⻄⼭さんの回答］ 

「ご相談のあった贈与について相続時精算課税制度の適⽤を受ける場合、原則として、贈与を

した年の１⽉１⽇において、贈与者である親や祖⽗⺟が（ ア ）歳以上、受贈者である⼦や

孫が１８歳以上であることが必要とされます。和夫様と豊様はこれらの要件を満たしています

ので、所定の⼿続きをし、特別控除として最⼤（ イ ）万円の控除を受けることができま

す。今回贈与を考えている現⾦の⾦額は３，０００万円であり、（ イ ）万円を超えていま

す。この超えた部分については、（ ウ ）％の税率を乗じて計算した贈与税が課されま

す。」

1．（ア）６０ （イ）２，０００ （ウ）１０

2．（ア）６５ （イ）２，５００ （ウ）２０

3．（ア）６０ （イ）２，５００ （ウ）２０
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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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⾹川航平さんは株式会社ＷＡに勤める会社員である。航平さんは、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）］（単位：万円）

［負債残⾼］

住宅ローン（⾃宅マンション）：２，５００万円（債務者は航平さん、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１６

ＦＰの成⽥さんは、⾹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す

る。

1．８８０（万円）

2．１，８５０（万円）

3．１，８８０（万円）

問１７

航平さんは、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５００万円を年利２．０％

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、円単位で解答すること。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。

1．９６０，８００円

2．１，０６０，８００円

3．１，１０４，０００円
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問１８

航平さんは、⻑⼥あかりさんの進路が決定したのちに、住宅ローンの繰上げ返済を検討してお

り、ＦＰの成⽥さんに質問をした。住宅ローンの繰上げ返済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．「繰上げ返済は、通常の返済とは別に、現在返済しているローンの利息部分を返済するもので

す。」

2．「繰上げ返済は、教育費や⽼後資⾦の準備など、他の資⾦使途とのやりくりを⼗分考慮したう

えで、早期に⾏うほど、利息軽減効果は⾼くなります。」

3．「毎⽉の返済額を変えずに、返済期間を短縮する⽅法を『期間短縮型』といいます。」

問１９

航平さんは、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の成⽥さんに質問をした。成⽥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）〜（ウ）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。

＜成⽥さんの回答＞ 

「傷病⼿当⾦は業務外の病気やケガの療養のため、勤務先を休んだ⽇が連続して（ ア ）⽇

間続いた後（ イ ）⽇⽬以降の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（

ウ ）相当額が⽀給されます。」

1．（ア）２ （イ）３ （ウ）３分の２

2．（ア）３ （イ）４ （ウ）３分の２

3．（ア）３ （イ）４ （ウ）４分の３
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問２０

航平さんの年⾦加⼊歴は下記のとおりである。仮に、航平さんが現時点（４２歳）で死亡した場

合、航平さんの死亡時点において妻の優⼦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、航平さんは、⼊社時（２４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．遺族基礎年⾦と遺族厚⽣年⾦が⽀給される。

2．遺族厚⽣年⾦が⽀給され中⾼齢寡婦加算額が加算される。

3．寡婦年⾦と遺族厚⽣年⾦が⽀給される。
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