
【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．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。

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

的年⾦を繰下げ受給した場合の⾒込み額を試算した。

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

般的な税額計算の⼿順を解説した。
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問２

下記は、平尾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）５３１ （イ）７８８

2．（ア）５３２ （イ）７９６

3．（ア）５３２ （イ）７９５
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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＞の投資信託を５０万⼝購⼊する場合の購⼊⾦額として、正しいものはどれか。な

お、解答に当たっては、円未満を切り捨てること。

＜資料＞

約定⽇の基準価額（１万⼝当たり） １９，８５５円

購⼊時⼿数料（税込み） ２．２０％

運⽤管理費⽤（信託報酬・税込み） 年０．６６％

1．９９９，３０２円

2．１，０１４，５９０円

3．１，０２１，１４２円

問４

ＦＰの井上さんが⾏った単利と複利に関する次の説明の空欄（ア）、（イ）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。なお、問題作成の都合上、⼀部を空欄（＊＊＊）

としている。

単利とは、当初の元⾦に対してのみ利息を計算する⽅式のことで、算出式は「＊＊＊」で

す。⼀⽅、複利とは⼀定期間ごとに⽀払われる利息を元本に含めて、これを新しい元⾦とし

て利息を計算する⽅式のことをいいます。再投資される期間によって、１ヵ⽉複利、半年複

利、１年複利という種類があり、利率や期間など他の条件が同じであれば、利息の再投資期

間が（ ア ）⽅が満期時の元利合計は多くなります。１年複利の元利合計額（税引前）の

算出式は「（ イ ）」です。

1．（ア）⻑い （イ）元利合計額（税引前）＝元本×（１＋利率）×預⼊年数

2．（ア）短い （イ）元利合計額（税引前）＝元本×（１＋利率）

3．（ア）短い （イ）元利合計額（税引前）＝元本×（１＋利率×預⼊年数）
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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。

＜資料＞

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証プライム全銘柄の平均

より割安である。

3．配当利回り（単純平均）で⽐較した場合、ＴＸ株式会社の配当利回りは東証グロース全銘柄の

平均（予想ベース）より⾼い。
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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

借地借家法に基づく普通借家権に関する以下の記述の空欄（ア）〜（ウ）に⼊る語句の組み合わ

せとして、最も適切なものはどれか。

1．（ア）１年 （イ）３ヵ⽉ （ウ）１ヵ⽉

2．（ア）１年 （イ）６ヵ⽉ （ウ）３ヵ⽉

3．（ア）２年 （イ）６ヵ⽉ （ウ）３ヵ⽉

問７

建築基準法の⽤途制限に従い、下表の空欄（ア）、（イ）にあてはまる建築可能な建築物の組み

合わせとして、最も適切なものはどれか。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．（ア）⼤学 （イ）病院

2．（ア）中学校 （イ）診療所

3．（ア）中学校 （イ）病院
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問８

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、そ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。

1．２４０㎡

2．１，０８０㎡

3．１，２００㎡

3級実技（資産設計提案業務 2023.1）－6－



【第４問】 下記の（問９）〜（問１０）について解答しなさい。

問９

⾺場栄治さんが加⼊している終⾝医療保険（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

るものとする。また、栄治さんはこれまでに＜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。

栄治さんは、２０２２年１⽉にくも膜下出⾎で救急搬送され、緊急⼿術（給付倍率４０倍）

を受け、継続して７３⽇間⼊院した。さらに、２０２２年７⽉に肺炎で１０⽇間⼊院した。

⽀払われる保険⾦および給付⾦は、合計（ ア ）である。

1．１，０００，０００円

2．１，１００，０００円

3．１，２３０，０００円

〈ファイナンシャル・プランニング技能検定〉 －7－



問１０

損害保険の保険種類と事故の内容について記述した下表１〜３のうち、対応する保険で補償の対

象とならないものはどれか。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。
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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

佐野さんの２０２２年分の収⼊は、下記＜資料＞のとおりである。＜資料＞の空欄（ア）と

（イ）にあてはまる所得の種類の組み合わせとして最も適切なものはどれか。

1．（ア）利⼦所得 （イ）⼀時所得

2．（ア）配当所得 （イ）雑所得

3．（ア）配当所得 （イ）⼀時所得

〈ファイナンシャル・プランニング技能検定〉 －9－



問１２

落合さんは、個⼈でアパートの賃貸をしている⻘⾊申告者である。落合さんの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、落合さんの２０２２年分の所得税額とし

て、正しいものはどれか。なお、落合さんに＜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 ５８０万円

 ※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 １３０万円

1．９００，０００円

2．７３２，５００円

3．４７２，５００円
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【第６問】 下記の（問１３）〜（問１４）について解答しなさい。

問１３

２０２３年１⽉５⽇に相続が開始された皆川健太郎さん（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．美千⼦ ２／３ 喜美⼦ １／３

2．美千⼦ １／２ 喜美⼦ １／２

3．美千⼦ １／２ 莉緒 １／２

問１４

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、最も適切なものはどれか。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）地⽅裁判所 （イ） ６ヵ⽉

2．（ア）地⽅裁判所 （イ）１０ヵ⽉

3．（ア）家庭裁判所 （イ）１０ヵ⽉
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【第７問】 下記の（問１５）〜（問２０）について解答しなさい。
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⽊内智洋さんは株式会社ＱＡに勤める会社員である。智洋さんは、今後の⽣活設計についてＦ

Ｐで税理⼠でもある近藤さんに相談をした。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）：８００万円（債務者は智洋さん、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１５

ＦＰの近藤さんは、⽊内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。

1．１，２５０（万円）

2．４，１００（万円）

3．４，１５０（万円）

問１６

智洋さんは、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。

1．１，０６０，８００円

2．９６０，８００円

3．９０５，７００円
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問１７

智洋さんの年⾦加⼊歴は下記のとおりである。仮に、智洋さんが現時点（５４歳）で死亡した場

合、智洋さんの死亡時点において妻の美奈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、智洋さんは、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。また、昇太さんに障害はないものとする。

1．中⾼齢寡婦加算額が加算された遺族厚⽣年⾦と死亡⼀時⾦が⽀給される。

2．中⾼齢寡婦加算額が加算された遺族厚⽣年⾦が⽀給される。

3．中⾼齢寡婦加算額が加算された遺族厚⽣年⾦と寡婦年⾦が⽀給される。

問１８

智洋さんは、将来親の介護が必要になり仕事を休んだ場合、雇⽤保険からどのような給付が受け

られるのか、ＦＰの近藤さんに質問をした。近藤さんが⾏った雇⽤保険の介護休業給付⾦に関す

る次の説明の空欄（ア）〜（ウ）にあてはまる数値の組み合わせとして、最も適切なものはどれ

か。

「介護休業給付⾦は、雇⽤保険の⼀般被保険者または⾼年齢被保険者が対象家族の介護をす

るために休業をした場合に⽀給されます。⽀給⽇数１⽇当たりの⽀給額は、休業中に賃⾦が

⽀払われない場合、休業開始時賃⾦⽇額の（ ア ）％相当額で、同⼀の対象家族について

通算（ イ ）⽇（（ ウ ）回まで分割可能）を限度に⽀給されます。」

1．（ア）６７ （イ）９０ （ウ）２

2．（ア）６８ （イ）９３ （ウ）３

3．（ア）６７ （イ）９３ （ウ）３
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問１９

智洋さんは、今後⾼齢の親の介護が必要になった場合を考え、公的介護保険制度について、ＦＰ

の近藤さんに質問をした。近藤さんが⾏った介護保険に関する次の説明の空欄（ア）〜（ウ）に

あてはまる数値または語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。

「介護保険では、（ ア ）歳以上の者が加⼊者となり、保険料は（ イ ）負担します。

介護保険の給付を受けるためには、（ ウ ）の認定を受ける必要があり、認定審査の判定

結果は、『要介護１〜５』『要⽀援１・２』『⾮該当』と区分されます。要介護と認定され

ると居宅サービス、施設サービスのどちらも利⽤できます。」

1．（ア）４０ （イ）⽣涯 （ウ）市町村または特別区

2．（ア）６５ （イ）８０歳まで （ウ）都道府県

3．（ア）４０ （イ）８０歳まで （ウ）市町村または特別区

問２０

智洋さんは、下記＜資料＞の外貨定期預⾦キャンペーンに関⼼を持っている。預⼊条件が＜資料

＞のとおりであるとき、ＦＰの近藤さんの次の説明のうち、最も不適切なものはどれか。

＜資料＞

⽶ドル定期預⾦８％（年利・税引前・１ヵ⽉もの）

＊円貨から預け⼊れた場合のみ適⽤

＊原則、中途解約不可 中途解約利率適⽤

1．「外貨預⾦は預⾦保険制度の対象外となっています。」

2．「元⾦１万ドルを預けた場合、満期時には税引前・⽶ドルベースで８００ドルの利息を受け取

ることができます。」

3．「円貨から外貨定期預⾦を始める際は、ＴＴＳレート（対顧客電信売相場）が適⽤されます。
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《模範解答》

問番号 解答

問1 1

問2 3

問3 2

問4 2

問5 3

問6 2

問7 2

問8 1

問9 2

問10 1

問11 3

問12 3

問13 1

問14 3

問15 3

問16 1

問17 2

問18 3

問19 1

問20 2
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