
実　技　試　験

☆☆☆解答に当たっての注意事項☆☆☆

・ 問題数は４０問、解答はすべて記述式です。

・ 択一問題の場合、選択肢の中から正解と思われるものを１つ選んでください。

・ 語群選択問題の場合、語群の中からそれぞれの空欄にあてはまると思われる

語句・数値を選び、語群に記されたとおりに解答用紙の所定の欄に記入して

ください。また、語群の語句・数値にそれぞれ番号が付してある場合は、そ

の番号のみを記入してください。

・ 語群のない問題の場合、指示に従い解答用紙の所定の欄に直接正解と思われ

る語句・数値・記号を記入してください。

・ 試験問題については、特に指示のない限り、平成２４年１０月１日現在施行

の法令等に基づいて解答してください。ただし、東日本大震災の被災者等に

係る国税・地方税関係の臨時特例等の各種特例および復興特別法人税・復興

特別所得税・個人住民税の均等割加算については、特に指示のない限り、考

慮しないものとします。

・ 解答は楷書、算用数字（１、２、３…）ではっきりと正しく記入してくださ

い（誤字・脱字・略字は不可）。

・ 計算問題については、計算結果を解答として所定の欄に記入してください。

その際、解答用紙に記載されている単位を使用し、漢字や小数点、上付き数

字を使用しないでください。正しく記入されなかった場合、採点されません

のでご注意ください。なお、カンマのあり・なしについては採点には影響し

ません。

［例１］解答用紙に記載の単位「万円」の場合

可の例：105万円／不可の例：1,050,000円

［例２］解答用紙に記載の単位「円」の場合

可の例：1,005,000円／不可の例：100万5,000円、100.5万円、100.5万円
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【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・プランナー（以下「ＦＰ」という）が、ファイナンシャル・プランニング業務を

行ううえでは「関連業法」を順守することが重要である。ＦＰの行為に関する次の（ア）～（エ）の記

述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。

（ア）弁護士資格を有していないＦＰが、遺産分割で争っている顧客に法律判断に基づく具体的な和解

案を提案して報酬を得た。

（イ）税理士資格を有していないＦＰが、無料相談会において、相談者の具体的な納税額計算等の税務

相談を行った。

（ウ）司法書士資格を有していないＦＰが、顧客の任意後見人となる契約を締結した。

（エ）社会保険労務士資格を有していないＦＰが、顧客から公的年金制度の改正に関する質問を受け、

回答した。

問２

　「金融商品の販売等に関する法律（金融商品販売法）」に関する次の記述のうち、誤っているものは

どれか。

１．金融商品販売業者等が顧客に対して説明すべき重要事項には、為替リスク等の価格変動に関する項

目だけでなく、権利行使期間の制限や契約解除期間の制限といった商品固有の条件も含まれている。

２．顧客から重要事項の説明は必要としない旨の申し出があった場合には、金融商品販売業者等は重要

事項の説明を省略することができる。

３．預貯金と国内株式は、いずれも適用対象の金融商品である。

４．金融商品販売業者等により重要事項の説明が行われなかったために顧客に損害が生じた場合、顧客

は当該契約を取り消すことができると定められている。
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【第２問】下記の（問３）～（問６）について解答しなさい。

問３

　下記＜資料＞の投資信託に関する次の記述の空欄（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。

＜資料＞

［新規募集時］

投資信託の種類　　　 ：追加型株式投資信託／バランス型

決算　　　　　　　　 ：年１回

申込価格　　　　　　 ：１口当たり１円

申込単位　　　　　　 ：１万口以上１口単位

購入時手数料（税込み）：１,０００万口未満３.１５％、１,０００万口以上２.１０％

運用管理費用（信託報酬）（税込み）：純資産総額に対し年１.６８％

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

［１万口当たりの期中の収益分配時（年１回）の状況］

収益分配前の個別元本：１０,０００円

収益分配前の基準価額：１１,０００円

収益分配金　　　　　：　１,５００円

収益分配後の基準価額：　９,５００円

・ この投資信託を新規募集時に２,０００万口購入する場合に支払う手数料は、（　ア　）円であ

る。

・ 期中の収益分配時における１万口当たりの普通分配金は、（　イ　）円である。

１．（ア）４２０,０００　（イ）１,０００

２．（ア）４２０,０００　（イ）　 ５００

３．（ア）６３０,０００　（イ）１,０００

４．（ア）６３０,０００　（イ）　 ５００
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問４

　下記＜資料＞に関して、ＦＰの野本さんが顧客に説明した次の内容のうち、最も適切なものはどれか。

＜資料＞

 投資信託説明書（交付目論見書）

ＲＤＲＤＲＤＲＤ国際債券国際債券国際債券国際債券オープンオープンオープンオープン（（（（毎月決算型毎月決算型毎月決算型毎月決算型））））

Ａコース（為替ヘッジあり）／Ｂコース（為替ヘッジなし）

 追加型株式投信 　 内外 　 債券

（平成２４年○○月△△日）

※ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。

＜委託会社＞　ＲＤ委託株式会社

＜受託会社＞　ＫＳ信託銀行株式会社

＜販売会社＞　ＵＭ証券株式会社

１．「この投資信託は追加型ですから、途中で追加購入はできますが、償還期限まで解約はできません。」

２．「この投資信託を個人が購入した場合の収益分配金（普通分配金）に対する所得税・住民税の源泉

徴収（特別徴収）税率は、平成２４年においては一律１０％（所得税７％・住民税３％）です。」

３．「Ｂコースの為替ヘッジなしを選択した場合、組入れ外貨建て資産は為替相場の変動の影響を受け

ません。」

４．「毎月決算型の投資信託は、どのような運用状況であっても毎月必ず収益分配金が支払われます。」
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問５

　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位を四捨五入すること。

＜資料＞

（出所：東洋経済新報社「会社四季報」　２０１２年３集）

・ この企業の株価が２,０００円である場合、２０１３年３月末時点（連結ベース）での予想ＰＥ

Ｒ（株価収益率）は、（　ア　）倍である。

・ ２０１２年３月決算に係る上期（２０１１年４月～２０１１年９月）と下期（２０１１年１０

月～２０１２年３月）の１株当たりの利益を比較した場合、（　イ　）の方が多い。

１．（ア）１２.６　（イ）上期

２．（ア）１２.６　（イ）下期

３．（ア）　９.６　（イ）上期

４．（ア）　９.６　（イ）下期
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問６

　下記＜資料＞の利付債券の最終利回り（単利・年率）を計算しなさい。なお、手数料や税金等につい

ては考慮しないものとし、計算結果については小数点以下第４位を切り捨てること。また、解答に当た

っては、解答用紙に記載されている単位に従うこととする（解答用紙に記載されているマス目に数値を

記入すること）。

＜資料＞

表面利率 年１.３％

買付価格 ９９.８０円

残存年数 ８年

償還価格

（額面）
１００.００円
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【第３問】下記の（問７）～（問１０）について解答しなさい。

問７

　固定資産税に関する次の記述の空欄（ア）～（ウ）に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号

のみを解答欄に記入しなさい。

・ 固定資産税は、毎年（　ア　）時点における土地・家屋等の固定資産の所有者に対して市町村

（特別区は東京都）が課税する。

・ 土地・家屋の課税標準は、原則として固定資産税評価額であるが、小規模住宅用地（住宅１戸

当たり（　イ　）以下の部分）については、要件を満たせば、課税標準となるべき価格を６分

の１とする特例がある。

・ 公的土地評価については、相続税においては地価公示価格の８割を目途に、固定資産税におい

ては地価公示価格の（　ウ　）を目途に、評価が行われている。

＜語群＞

１．　１月１日 ２．　４月１日 ３．　７月１日

４．　２００ｍ2　 ５．　２４０ｍ2 ６．　２８０ｍ２

７．　９割 ８．　８割 ９．　７割



－8－２級 実技試験(資産設計提案業務・2013.1.27)

問８

　登記記録に関する次の記述の空欄（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。

現在、全国の法務局（登記所）における登記記録はコンピューター化されている。そこで発行され

る（　ア　）は、登記記録に記録された事項の全部または一部を証明した書面である。（　ア　）

は、（　イ　）登記所において手数料を納付して交付を請求することができる。

なお、従来は、登記簿を登記所内で閲覧することができたが、コンピューター化された後は閲覧で

きなくなった。そのため、閲覧に代わるものとして、（　ウ　）が交付されるようになった。

（　ウ　）は、物件の取得原因、抵当権の設定原因や利息や損害金などの債権の範囲などの詳細記

録は記載されず、また、登記官の認証文言が記載されていないため、公的な証明文書としての機能

を果たすことはできない。

１．（ア）登記事項要約書　（イ）だれでも　　　　　　　　　　　　　　　　（ウ）登記事項証明書

２．（ア）登記事項要約書　（イ）該当不動産の正当な権利を有する人のみが　（ウ）登記事項証明書

３．（ア）登記事項証明書　（イ）だれでも　　　　　　　　　　　　　　　　（ウ）登記事項要約書

４．（ア）登記事項証明書　（イ）該当不動産の正当な権利を有する人のみが　（ウ）登記事項要約書
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問９

　建築基準法に従い、下記＜資料＞の土地に建物を建築する場合の建築面積の最高限度を計算しなさい。

なお、計算結果については小数点以下を切捨てとし、記載のない条件は一切考慮しないこととする。ま

た、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこととする。

＜資料＞

都市計画により定められた

建ぺい率

　準住居地域　　６／１０

　近隣商業地域　８／１０

準住居地域
（９０ｍ2）

（敷地面積　１２０ｍ2）

７ｍ道路

近隣商業地域
（３０ｍ2）

問１０

　下記＜資料＞に関する次の（ア）～（ウ）の記述について、正しいものには○、誤っているものには

×を解答欄に記入しなさい。

＜資料：全国の住宅総数と空室総数＞ （単位：１,０００戸）

住宅総数

（居住・空室合計） うち貸家数
空室総数

うち貸家数

２００３年 ５３,８９１ １７,１６６ ６,５９３ ３,６７５

２００８年 ５７,５８６ １７,７７０ ７,５６８ ４,１２７

（出所：総務省統計局「住宅・土地統計調査」２００３年版、２００８年版を基に作成）

（ア）住宅総数の増加率は、住宅総数のうちの貸家数の増加率より低い。

（イ）空室総数の増加率は、空室総数のうちの貸家数の増加率より低い。

（ウ）住宅総数に対する空室率は、２００３年より２００８年の方が高い。
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【第４問】下記の（問１１）～（問１４）について解答しなさい。

問１１

　山岸ひとみさん（４１歳）が契約者（保険料負担者）および被保険者として加入している生命保険（下

記＜資料＞参照）の保障内容等に関する次の記述の空欄（ア）～（ウ）にあてはまる数値を解答欄に記

入しなさい。なお、保険契約は有効に継続し、かつ特約（更新型）も自動更新しているものとし、ひと

みさんはこれまでに＜資料＞の保険から、保険金・給付金を一度も受け取っていないものとする。また、

各々の記述はそれぞれ独立した問題であり、相互に影響を与えないものとする。

＜資料＞

定期保険特約付終身保険 保険証券記号番号　××－××××××

保険契約者 山岸　ひとみ　様

被保険者
山岸　ひとみ　様

昭和４６年８月２１日生　女性

保険契約者印

◯山岸

受取人
死亡保険金

山岸　正信　様（夫）

受取割合

１０割

◇契約日

平成１２年１１月１日

◇主契約の保険期間

終身

◇主契約の保険料払込期間

３１年間

◇特約の保険期間

１０年

◇ご契約内容 ◇お払い込みいただく合計保険料

毎回　　　△△△△円

［保険料払込方式］

月払い

終身保険金額（主契約保険金額） １００万円

定期保険特約保険金額 １,０００万円

三大疾病保障定期保険特約保険金額 ３００万円

傷害特約保険金額 ５００万円

災害入院特約　　　　入院５日目から 日額　５,０００円

疾病入院特約　　　　入院５日目から 日額　５,０００円

（＊約款所定の手術を受けた場合、手術の種類に応じて入院給付金日

額の１０倍・２０倍・４０倍の手術給付金を支払います。）

女性疾病入院特約　　入院５日目から 日額　５,０００円

※入院給付金の１入院当たりの限度日数は１２０日、通算限度日数は１,０９５日です。

※１８０日以内に同じ病気で再度入院した場合は１回の入院とみなします。

ひとみさんが現時点（４１歳）で、

・ 交通事故で即死した場合、保険会社から支払われる保険金・給付金の合計は（　ア　）万円で

ある。

・ 子宮頸ガン（悪性新生物）で２２日間入院し、給付倍率４０倍の手術（１回）を受けた場合、

保険会社から支払われる保険金・給付金の合計は（　イ　）万円である。

・ 突発性難聴で１８日間入院し、退院してから２５日後に同じ病気で再度６日間入院した場合（い

ずれも手術は受けていない）、保険会社から支払われる保険金・給付金の合計は（　ウ　）万円

である。
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問１２

　下記の生命保険契約について、保険金・給付金が支払われた場合の課税に関する次の記述の空欄（ア）

～（ウ）に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、同じ語

句を何度選んでもよいこととする。

＜生命保険の加入状況＞

保険種類
保険料

払込方法

契約者

（保険料負担者）
被保険者

死亡保険金

受取人

満期保険金

受取人

契約Ａ 医療保険 月払い 妻 妻 夫 －

契約Ｂ 収入保障保険 月払い 夫 夫 妻 －

契約Ｃ 養老保険 月払い 夫 妻 夫 夫

・ 契約Ａについて、妻が受け取った入院給付金は、（　ア　）となる。

・ 契約Ｂについて、妻が一時金で受け取った死亡保険金は、（　イ　）となる。

・ 契約Ｃについて、夫が受け取った満期保険金は、（　ウ　）となる。

＜語群＞

１．相続税の課税対象　　　　　　　　　　　２．贈与税の課税対象

３．所得税（一時所得）の課税対象　　　　　４．所得税（雑所得）の課税対象

５．所得税（源泉分離課税）の課税対象　　　６．非課税
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問１３

　下記（ア）～（ウ）は、養老保険について、従来の保険料を払い続けることが困難になった場合に、

解約をせずに保険契約を継続する方法の仕組みを図で表したものである。（ア）～（ウ）の仕組み図と

契約継続方法の組み合わせとして、正しいものはどれか。

（ア）

▲
変更

▲
満期

▲
変更後の
契約満了

保険料の払込みは継続

（イ）

▲
変更

▲
満期

保険料の払込みは中止

（ウ）

▲
変更

▲
満期

保険金額の変更なし変更前の保険金額

保険料の払込みは中止

▲
契約

▲
契約

▲
契約

変更後の保険金額

変更前の保険金額

変更後の保険金額
変更前の保険金額

１．（ア）払済保険　　　　　（イ）延長（定期）保険　（ウ）自動振替貸付

２．（ア）延長（定期）保険　（イ）払済保険　　　　　（ウ）減額

３．（ア）延長（定期）保険　（イ）払済保険　　　　　（ウ）自動振替貸付

４．（ア）払済保険　　　　　（イ）延長（定期）保険　（ウ）減額
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問１４

　保険価額２,０００万円の居住用建物を目的として、保険金額１,０００万円の住宅総合保険を契約し

ていたが、この建物が半焼して１,０００万円の損害を受けた場合、支払われる損害保険金の額として、

正しいものはどれか。なお、特約は付帯されていないものとする。また、解答に当たっては、下記＜資

料＞に基づくこととする。

＜資料＞

［住宅総合保険普通保険約款（一部抜粋）］

（損害保険金の支払額）

第４条　当会社が損害保険金として支払うべき損害の額は、保険価額によって定めます。

２．保険金額が保険価額の８０％に相当する額以上のときは、当会社は、保険金額を限度とし、

損害の額を損害保険金として、支払います。

３．保険金額が保険価額の８０％に相当する額より低いときは、当会社は、保険金額を限度と

し、次の算式によって算出した額を損害保険金として、支払います。

損害の額×
保険金額

 保険価額の８０％に相当する額 
＝損害保険金の額

１．　　 ５００万円

２．　　 ６２５万円

３．　　 ８００万円

４．　１,０００万円
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【第５問】下記の（問１５）～（問１７）について解答しなさい。

問１５

　会社員の富田さんは、平成２４年中に下記＜資料＞の医療費を支払った。富田さんの平成２４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、富田さんの所得は給

与所得３４６万円のみであり、妻および長男は同一生計である。また、保険金等により補てんされる金

額はない。

＜資料＞

支払日 医療等を受けた人 医療機関等 内容 支払金額

３月２２日 妻 Ａ病院 風邪で通院 ２,０００円

６月１５日 本人 Ｂ歯科医院

歯科治療

（インプラントに

よる虫歯治療）

健康保険適用分：　１０,０００円

健康保険適用外：１９０,０００円

９月１０日 長男 Ｃ薬局 風邪薬の購入 ３,０００円

１．　　　　　　 ０円

２．　１０２,０００円

３．　１０５,０００円

４．　２０５,０００円
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問１６

　下記＜資料＞は、会社員の中嶋正一さんが平成２４年の年末調整時に提出した「給与所得者の配偶者

特別控除申告書」の写し（一部）である。妻の佳代子さんの給与収入が１２５万円でこのほかに所得が

ない場合、＜資料＞の空欄（ア）、（イ）にあてはまる数値を解答欄に記入しなさい（円単位で記入する

こと）。なお、正一さんの年収は配偶者特別控除を受けられる要件を満たしているものとする。

＜資料＞

平成２４年分　給与所得者の保険料控除申告書　兼　給与所得者の配偶者特別控除申告書（抜粋）

所轄税務署長 給与の支払者の

名称（氏名）
株式会社　ＨＢ食品

（フリガナ）

あなたの氏名

ナカジマ　 ショウイチ

中嶋　　正一　　　　 　○印
○△

税務署長
給与の支払者の

所在地（住所）
東京都○○区△△３－４

あなたの住所

又 は 居 所      
東京都△△区○○○５－２－１

◆給与所得者の配偶者特別控除申告書◆
あ な た の 本 年 中
の 合 計 所 得 金 額
の 見 積 額

円
（1,000万円を超える場合は申告できません。）

（ フ リ ガ ナ ）
配 偶 者 の 氏 名

ナカジマ　　 カ ヨ コ

中嶋　　佳代子
あなたと配偶者の
住所又は居所が異
なる場合の配偶者
の 住 所 又 は 居 所
○ 次の場合には、配偶者特別控除を受けることができません。
　あなたの配偶者が、配偶者控除の対象となる場合、他の人の扶養親族とされる場合、青色事業専従者として給与
の支払を受ける場合又は白色事業専従者に該当する場合には、申告できません。また、夫婦の双方がお互いに配偶
者特別控除を受けることはできません。

○ 配偶者の合計所得金額（見積額）を次の表により計算してください。

所得の種類 収入金額等◯ａ 必要経費等◯ｂ 所得金額（◯ａ－◯ｂ）

給 与 所 得 ①
円 円

650,000
（マイナスの場合は0）　　　　円

（　ア　）
事 業 所 得 ②

雑 所 得 ③

配 当 所 得 ④

不 動 産 所 得 ⑤

退 職 所 得 ⑥
（退職所得控除額） （◯ａ－◯ｂ）×1/2

①～⑥以外の所得 ⑦
(うち特別控除額　円)（一時所得又は長期譲渡所得は1/2）

配偶者の合計所得金額（①～⑦の合計額） □Ａ　　（　ア　）円

○ 配偶者特別控除額の早見表

□Ａ  欄の金額 控除額 □Ｂ
０ 円から ３８０,０００ 円まで ０ 円

３８０,００１ 円から ３９９,９９９ 円まで ３８０,０００ 円
４００,０００ 円から ４４９,９９９ 円まで ３６０,０００ 円
４５０,０００ 円から ４９９,９９９ 円まで ３１０,０００ 円
５００,０００ 円から ５４９,９９９ 円まで ２６０,０００ 円
５５０,０００ 円から ５９９,９９９ 円まで ２１０,０００ 円
６００,０００ 円から ６４９,９９９ 円まで １６０,０００ 円
６５０,０００ 円から ６９９,９９９ 円まで １１０,０００ 円
７００,０００ 円から ７４９,９９９ 円まで ６０,０００ 円
７５０,０００ 円から ７５９,９９９ 円まで ３０,０００ 円
７６０,０００ 円から ０ 円

　

配

偶

者

特

別

控

除

　

配 偶 者 特 別
控 除 額

早見表□Ｂ欄の金額

（　イ　）円
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問１７

　次の（ア）～（エ）の４人の会社員について、平成２４年分の所得税の確定申告が必要な人について

は○、確定申告が必要でない人については×を解答欄に記入しなさい。なお、解答に当たっては、下記

のデータに基づくこととし、データに記載のない条件は一切考慮しないこととする。

＜４人に関するデータ（平成２４年１２月３１日時点)＞

氏名 年齢 給与収入（年収） 勤務先 備考

（ア） 榊原　孝 ５２歳 １,０００万円 Ａ運送会社

・ 勤務先の給与収入以外に上場株式等の

譲渡所得（６０万円）がある。特定口

座ではない一般口座で取引をしている。

（イ） 加瀬三郎 ４５歳 １,５００万円 Ｂ不動産

・ 勤務先の給与収入以外に、知人の会社

（Ｅ商事）の役員として、源泉徴収はさ

れるが年末調整を受けない従たる給与

収入（２４０万円）がある。

（ウ） 元木茂夫 ３６歳 　 ７００万円 Ｃ銀行

・ 勤務先の給与収入のみ。

・ 平成２４年中にマンションを取得して

居住し、かつ住宅借入金等特別控除の

適用を受ける。

（エ） 平尾健二 ２６歳 　 ４００万円 Ｄ商事
・ 勤務先の給与収入以外に不動産所得

（１７万円）がある。

※４人とも勤務先の年末調整を受けている。

※給与収入（年収）は平成２４年分である。
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【第６問】下記の（問１８）～（問２０）について解答しなさい。

問１８

　下記＜資料＞は、神田哲也さんが作成した自筆証書遺言である。自筆証書遺言に関する次の（ア）～

（エ）の記述について、正しいものには○、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。

＜資料＞

遺言書

遺言者　神田哲也はこの遺言書により下記のとおり遺言をする。

１．次の不動産を長男　神田一郎　に相続させる。

（１）土地

所　　在　埼玉県○○市△△３丁目

地　　番　３４番６

地　　目　宅地

地　　積　１２０ｍ2

（２）家屋

所　　在　埼玉県○○市△△３丁目３４番地６

家屋番号　３４番６

種　　類　居宅

構　　造　木造瓦葺２階建

床 面 積　１階６５ｍ2

２階６５ｍ2

２．株式会社ＨＭ産業の株式１００株を二男　神田二郎　に相続させる。

埼玉県○○市△△３丁目２２番９号

遺言者　神田哲也　　◯神田

（ア）自筆証書遺言は、署名・押印があれば、全文ワープロで作成したものでも有効である。

（イ）自筆証書遺言は、作成年月日を「平成２４年１２月吉日」と記載しても有効である。

（ウ）自筆証書遺言に押印をする場合は、必ずしも実印である必要はなく、認印でもよい。

（エ）自筆証書遺言は、遺言者の死後、家庭裁判所の検認手続きが必要となる。
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問１９

　下記＜資料＞の自宅の敷地（自用地）について路線価方式により相続税評価を行った場合、相続税評

価額の計算式として、正しいものはどれか。

＜資料＞

９６ｍ
2

［借地権割合］

Ａ ９０％

Ｂ ８０％

Ｃ ７０％

Ｄ ６０％

Ｅ ５０％

Ｆ ４０％

Ｇ ３０％

８ｍ

１２ｍ

２００Ｄ

注１：奥行価格補正率　８ｍ以上１０ｍ未満　０.９７

注２：借家権割合　３０％

注３：その他の記載のない条件は考慮しないものとする。

１．　２００,０００円×０.９７×９６ｍ2×（１－６０％）

２．　２００,０００円×０.９７×９６ｍ2×６０％

３．　２００,０００円×０.９７×９６ｍ2×（１－６０％×３０％×１００％）

４．　２００,０００円×０.９７×９６ｍ2
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問２０

　下記の相続事例（平成２４年１２月１０日相続開始）における相続税の課税価格の合計額として、正

しいものはどれか。

＜課税価格の合計額を算出するための財産等の相続税評価額＞

土地建物　：５,３００万円（小規模宅地等の評価減特例適用後）

現預金　　：３,０００万円

死亡保険金：２,０００万円（受取人＝配偶者、生命保険金等の非課税限度額控除前）

債務および葬式費用の額：５００万円

＜相続人関係図＞

 二男

 配偶者

 長男

 長女

 被相続人

※すべての相続人は、相続により財産を取得しており、相続開始前３年以内に被相続人からの贈

与により取得した財産はない。

※相続時精算課税制度を選択した相続人はいないものとし、相続を放棄した者もいない。

１．　１０,８００万円

２．　１０,３００万円

３．　　９,８００万円

４．　　７,８００万円
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【第７問】下記の（問２１）～（問２３）について解答しなさい。

＜小田家の家族データ＞

氏名 続柄 生年月日 備考

小田　浩輔 本人 昭和５３年　７月　３日 会社員

　　　千佳 妻 昭和５５年　３月１６日 専業主婦

　　　裕樹 長男 平成２２年１０月２１日

※千佳さんは、２年後からパートタイマーとして働く予定である。

＜小田家のキャッシュフロー表＞ （単位：万円）

経過年数 現在 １年 ２年 ３年 ４年

西暦（年） ２０１２ ２０１３ ２０１４ ２０１５ ２０１６

平成（年） ２４ ２５ ２６ ２７ ２８

小田　浩輔 本人 ３４歳 ３５歳 ３６歳 ３７歳 ３８歳

　　　千佳 妻 ３２歳 ３３歳 ３４歳 ３５歳 ３６歳
家族構成

／年齢
　　　裕樹 長男 　２歳 　３歳 　４歳 　５歳 　６歳

ライフイベント
変動率

裕樹

幼稚園入園

マンション

購入

給与収入（夫） １％ ４７０ ４７５ ４７９ ４８４ ４８９

給与収入（妻） － ０ ０ １００ １００ １００
収
入

収入合計 － ４７０ ４７５ ５７９ ５８４ ５８９

基本生活費 ２％ ２７０ （　ア　）

住居費 － １３２ １３２ １３２ １３２

教育費 ２％ ０ ０ ６０ ６１ ６２

保険料 － ３２ ３２ ３２ ３２ ３２

一時的支出 － ０ ２０

その他支出 － ６

支
出

支出合計 － ４４０

年間収支 － ３０ ２９

金融資産残高 １％ ９００ （　イ　）

※家族の年齢は、各年１２月３１日現在のものとし、平成２４年を基準年とする。

※記載されている数値は正しいものとする。

※問題作成の都合上、一部空欄にしてある。
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問２１

　小田家のキャッシュフロー表の空欄（ア）に入る数値を計算しなさい。なお、計算に当たっては、キ

ャッシュフロー表中に記載の整数を使用し、計算結果については万円未満を四捨五入すること。また、

解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこととする。

問２２

　小田家のキャッシュフロー表の空欄（イ）に入る数値を計算しなさい。なお、計算に当たっては、キ

ャッシュフロー表中に記載の整数を使用し、計算結果については万円未満を四捨五入すること。また、

解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこととする。

問２３

　小田さんは、子どもが小学校へ入学する前にマンションを購入したいと考えている。下記の＜資料１＞

および＜資料２＞を基に、住宅取得プランどおりの住宅ローンを借り入れた場合の年間返済額を計算し

なさい。なお、計算結果については万円未満を四捨五入すること。また、解答に当たっては、解答用紙

に記載されている単位に従うこととする。

＜資料１＞

［小田家の住宅取得プラン］

・ 平成２８年にマンションを購入し、住宅ローンの返済を開始する。

・ 購入予定の物件価格　３,２００万円

頭金７００万円と諸経費１８０万円は貯蓄から支払う。

・ 借入れ予定の住宅ローン

返済期間３０年　金利２.７％（全期間固定金利）

元利均等返済　毎月返済のみ（ボーナス返済なし）

＜資料２＞

［借入金額１００万円当たりの返済額早見表／元利均等返済、毎月返済分］ （単位：円）

期間

金利
１０年 １５年 ２０年 ２５年 ３０年 ３５年

２.５％ ９,４２６ ６,６６７ ５,２９９ ４,４８６ ３,９５１ ３,５７４

２.６％ ９,４７２ ６,７１５ ５,３４７ ４,５３６ ４,００３ ３,６２８

２.７％ ９,５１８ ６,７６２ ５,３９７ ４,５８７ ４,０５５ ３,６８３

２.８％ ９,５６４ ６,８１０ ５,４４６ ４,６３８ ４,１０８ ３,７３７

２.９％ ９,６０９ ６,８５７ ５,４９６ ４,６９０ ４,１６２ ３,７９２

３.０％ ９,６５６ ６,９０５ ５,５４５ ４,７４２ ４,２１６ ３,８４８

※記載されている数値は正しいものとする。



－22－２級 実技試験(資産設計提案業務・2013.1.27)

【第８問】下記の（問２４）～（問２６）について解答しなさい。

＜設例＞

下記の係数早見表を乗算で使用し、各問について計算しなさい。なお、税金は一切考慮しないこと

とする。また、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこととする。

＜係数早見表（年利２.０％)＞

　 終価係数 現価係数 減債基金係数 資本回収係数 年金終価係数 年金現価係数

　１年 １.０２０ ０.９８０ １.０００ １.０２０ 　１.０００ 　０.９８０

　２年 １.０４０ ０.９６１ ０.４９５ ０.５１５ 　２.０２０ 　１.９４２

　３年 １.０６１ ０.９４２ ０.３２７ ０.３４７ 　３.０６０ 　２.８８４

　４年 １.０８２ ０.９２４ ０.２４３ ０.２６３ 　４.１２２ 　３.８０８

　５年 １.１０４ ０.９０６ ０.１９２ ０.２１２ 　５.２０４ 　４.７１３

　６年 １.１２６ ０.８８８ ０.１５９ ０.１７９ 　６.３０８ 　５.６０１

　７年 １.１４９ ０.８７１ ０.１３５ ０.１５５ 　７.４３４ 　６.４７２

　８年 １.１７２ ０.８５４ ０.１１７ ０.１３７ 　８.５８３ 　７.３２５

　９年 １.１９５ ０.８３７ ０.１０３ ０.１２３ 　９.７５５ 　８.１６２

１０年 １.２１９ ０.８２０ ０.０９１ ０.１１１ １０.９５０ 　８.９８３

１５年 １.３４６ ０.７４３ ０.０５８ ０.０７８ １７.２９３ １２.８４９

２０年 １.４８６ ０.６７３ ０.０４１ ０.０６１ ２４.２９７ １６.３５１

２５年 １.６４１ ０.６１０ ０.０３１ ０.０５１ ３２.０３０ １９.５２３

３０年 １.８１１ ０.５５２ ０.０２５ ０.０４５ ４０.５６８ ２２.３９６

※記載されている数値は正しいものとする。
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問２４

　長沢さんは、現在１,３００万円の現金を金庫に保管している。インフレ（物価上昇率）が年平均

２.０％の下では、６年後にこの現金の実質価値はいくらになるか。

問２５

　五十嵐さんは、老後の生活資金として貯めてきた２,７５０万円を、年利２.０％で複利運用しながら

２５年間、毎年年末に均等に取り崩したいと考えている。この場合、毎年いくらずつ受け取ることがで

きるか。

問２６

　福沢さんは、今後１０年間、年利２.０％で複利運用しながら、１年経過日ごとに２０万円を趣味の

費用として取り崩していきたいと考えている。この場合、現在いくらの資金があればよいか。
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【第９問】下記の（問２７）～（問３３）について解答しなさい。

＜設例＞

野島亮さんと妻の理恵さんは、民間企業に勤務する会社員である。亮さんと理恵さんは、今後の資

産形成や家計の見直しなどについて、ＦＰで税理士でもある榎本さんに相談をした。なお、下記の

データはいずれも平成２５年１月１日現在のものである。

＜家族構成＞

氏名 続柄 生年月日 年齢 職業

野島　亮 本人 昭和５３年　５月２４日 ３４歳 会社員（正社員）

　　　理恵 妻 昭和５４年　８月　６日 ３３歳 会社員（正社員）

　　　蓮 長男 平成２１年１１月１２日 　３歳

＜収入金額（平成２４年)＞

・ 亮さん　　給与収入：４５０万円（手取り）

・ 理恵さん　給与収入：３００万円（手取り）

＜自宅＞

賃貸マンション：家賃月額１３万円（管理費込み）

販売価格３,５００万円のマンションを購入する予定である。

＜金融資産（時価)＞

・ 亮さん名義

銀行預金（普通預金）　１５０万円

銀行預金（定期預金）　４５０万円

・ 理恵さん名義

銀行預金（普通預金）　　５０万円

銀行預金（定期預金）　２００万円

＜負債＞

亮さんと理恵さんに負債はない。
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問２７

　亮さんと理恵さんは、マンション（マイホーム）の購入資金を下記＜資料＞のように夫婦共同で負担

することを検討している。次の記述の空欄（ア）～（ウ）に入る適切な数値または語句を語群の中から

選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、持分を計算するうえで、取得にかかった諸経費等

は考慮しないものとする。

＜資料＞

亮さんの預金からの引出し ２００万円

亮さんが父親から受ける住宅取得の資金贈与 ３００万円頭金

理恵さんが父親から受ける住宅取得の資金贈与 ５００万円

住宅ローン 亮さん名義での借入れ ２,５００万円

合計 ３,５００万円

※住宅ローンの返済はすべて亮さんが行う。

・ 亮さんが３,０００万円、理恵さんが５００万円を資金負担し、総額３,５００万円のマンショ

ン（マイホーム）を購入して、亮さんと理恵さんの共有とし、持分を２分の１ずつで所有権の

登記をしたとする。この場合、亮さんから理恵さんへ（　ア　）万円の贈与があったとみなさ

れる。

・ 資金の負担割合に応じて、亮さんの持分を（　イ　）、理恵さんの持分を（　ウ　）とする所有

権の登記を行えば、亮さんと理恵さんの間での贈与は生じない。

＜語群＞

１．　７５０　　　　２．　１,２５０　　　３．　１,７５０

４．　７分の１　　　５．　７分の２　 　　６．　３分の１

７．　３分の２　　　８．　７分の５　　 　９．　７分の６
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問２８

　ＦＰの榎本さんは、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」に関する

制度について亮さんと理恵さんから質問を受け、イメージ図を使ってその仕組みを説明した。下記イメ

ージ図の空欄（ア）～（ウ）に入る適切な数値を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しな

さい。

＜｢直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」のイメージ図＞

［非課税限度額］

平成２５年　省エネ等住宅※　（　ア　）万円まで

平成２５年　上記以外の住宅　（　イ　）万円まで

住宅取得等資金の贈与金額から

非課税金額をマイナス

特別控除（　ウ　）万円

特別控除を控除

した後の課税価格

基礎控除（１１０万円）

基礎控除を控除

した後の課税価格

相続時精算課税制度課税財産暦年課税

どちらか

一方を選択

※「省エネ等住宅」とは、省エネ等基準に適合する住宅用の家屋であることにつき、住宅性能証明

書、建設住宅性能評価書の写し、または長期優良住宅認定通知書の写しおよび認定長期優良住宅

建築証明書などを、贈与税の申告書に添付することにより証明がされたものをいう。

（出所：国税庁ＨＰを基に作成）

＜語群＞

１．　５００　　　 　２．　７００　　　 　３．　１,０００

４．　１,２００　　　５．　１,５００　　　６．　２,０００

７．　２,５００　　　８．　３,０００　　　９．　３,５００
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問２９

　理恵さんは、マンションを購入するに当たり、地震保険に関心をもっている。地震保険に関する次の

記述の空欄（ア）～（ウ）に入る適切な数値を語群の中から選び、解答欄に記入しなさい。

・ 地震保険は、火災保険に付帯して契約する。

・ 地震保険の保険金額は、火災保険金額の３０％～５０％の範囲内で決めることができる。ただ

し、居住用建物は（　ア　）万円、家財は１,０００万円が限度である。

・ 地震保険料控除の限度額は、所得税は（　イ　）万円、住民税は（　ウ　）万円である。

＜語群＞

１.５　　　　　２.５　　　　　３.５　　　　　５　　　　　７　　　　　１０

３,０００　　　４,０００　　　５,０００
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問３０

　理恵さんは、医療保険に関心をもっている。ＦＰの榎本さんが説明した、入院時の平均在院日数に関

する次の記述の空欄（ア）～（ウ）に入る適切な数値または語句を語群の中から選び、その番号のみを

解答欄に記入しなさい。

［施設の種類別にみた退院患者の平均在院日数の年次推移］

45.5
47.3 47.4

43.7
41.8

43.4

40.1
39.2

37.4

35.6
37.537.9

39.3
40.8

41.9

44.9

40.9

44.0

24.8
26.0

28.2 28.9

22.2

19.3 19.0 18.5

21.6

昭和５９年 平成２年６２ ５ ８ １１ １４ １７ ２０

１０.０

２０.０

３０.０

４０.０

５０.０

（単位：日）

病院

総数

一般診療所

（出所：厚生労働省ＨＰ「平成２０年（２００８）患者調査の概況」）

厚生労働省の「平成２０年患者調査の概況」によれば、平成２０年の退院患者（病院と一般診療所

を合わせた総数）の平均在院日数は（　ア　）日であり、年次推移でみると全体的に（　イ　）な

る傾向にある。（　ウ　）の受給を目的とした医療保険への加入を検討する場合、平均在院日数の

実態を踏まえる必要がある。

＜語群＞

１．　１８.５　　　２．　３５.６　　　 ３．　５５.９　 　　４．長く

５．短く　　　　　 ６．死亡保険金　　　７．通院給付金　　　８．入院給付金
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問３１

　理恵さんは、亮さんが万一死亡した場合の公的年金の遺族給付について、ＦＰの榎本さんに質問をし

た。仮に、亮さんが在職中の３５歳で死亡した場合、亮さんの死亡時点において理恵さんが受給できる

公的年金の遺族給付の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、亮さんは、大学卒業後の２２

歳から死亡時まで継続して厚生年金保険に加入しているものとし、記載以外の遺族給付の受給要件はす

べて満たしているものとする。

１．遺族基礎年金＋中高齢寡婦加算

２．遺族基礎年金＋遺族厚生年金

３．遺族厚生年金＋中高齢寡婦加算

４．遺族基礎年金＋遺族厚生年金＋中高齢寡婦加算

問３２

　理恵さんは、先月、病気療養のために仕事を休んだ。ＦＰの榎本さんが下図に基づき説明した傷病手

当金の支給開始時期や支給額などに関する次の記述の空欄（ア）～（ウ）に入る適切な語句を語群の中

から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、理恵さんは全国健康保険協会管掌健康保険（協

会けんぽ）の被保険者である。また、記載以外の受給要件はすべて満たしているものとする。

①

休

② ③

休 休出 休 休 休 休出

１日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 ６日目 ７日目 ８日目 ９日目

＜理恵さんの休業期間＞ 出：出勤した日

「傷病手当金は上記の図の（　ア　）支給が開始され、支給期間は支給開始日から起算して（　イ　）

を限度とし、支給額は休業１日につき標準報酬日額の（　ウ　）相当額です。給与が受けられる場

合、傷病手当金は支給されませんが、給与額が傷病手当金の額を下回るときは、差額に相当する傷

病手当金が支給されます。」

＜語群＞

１．①から　　　　　　２．②から　　　　　　３．③から

４．　６ヵ月　　　　　５．　１年６ヵ月　　　６．　２年

７．　３分の２　　　　８．　４分の３　　　　９．　５分の４
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問３３

　亮さんは、何人かの友人が最近転職したこともあり、雇用保険の基本手当についてＦＰの榎本さんに

質問をした。下記＜資料＞は、榎本さんが雇用保険の基本手当について説明した際に使用した表の一部

である。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。

＜資料＞

自己都合による離職

（正当な理由がない場合）

倒産・解雇等による離職

（特定受給資格者）

受給要件
離職日以前２年間に被保険者期間が通算

して（　ア　）以上あることなど

離職日以前１年間に被保険者期間が通算

して６ヵ月以上あることなど

所定給付

日数

被保険者期間に応じて　　

９０日から（　イ　）まで

離職時年齢と被保険者期間に応じて

９０日から３３０日まで　　　　　

給付制限 最長（　ウ　） なし

※障害者等の就職困難者については考慮しない。

１．（ア）１２ヵ月　（イ）１５０日　（ウ）３ヵ月

２．（ア）１８ヵ月　（イ）１５０日　（ウ）１ヵ月

３．（ア）１８ヵ月　（イ）２１０日　（ウ）３ヵ月

４．（ア）１２ヵ月　（イ）２１０日　（ウ）１ヵ月
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【第１０問】下記の（問３４）～（問４０）について解答しなさい。

＜設例＞

上場企業ＱＸ株式会社の会社員である天野健夫さんは、今般、自分の老後のことなどに関して、Ｆ

Ｐで税理士でもある皆川さんに相談をした。なお、下記のデータはいずれも平成２５年１月１日現

在のものである。

Ｉ．家族構成（同居親族）

氏名 続柄 生年月日 年齢 職業

天野　健夫 本人 昭和３０年５月２３日 ５７歳 会社員

　　　幸子 妻 昭和２８年８月３０日 ５９歳 パート

　　　美紀 長女 昭和５７年６月１１日 ３０歳 会社員

　　　雅夫 長男 昭和５９年３月１５日 ２８歳 会社員

注１：雅夫さんには、軽度の身体上の障害がある。

注２：健夫さんと幸子さんは昭和５５年２月に結婚している。

Ⅱ．天野家の親族関係図

太郎（死亡） 静江

富雄 牧子 幸子健夫

美紀 雅夫

注３：上記親族関係図中、死亡と記載のある者以外はすべて生存している。

Ⅲ．天野家（健夫さんと幸子さん）の財務データ

＜保有財産（時価)＞ （単位：万円）

健夫 幸子

金融資産

預貯金等

株式

投資信託

２,６００

３０

５２０

４００

２３０

２５０

生命保険（解約返戻金相当額） （各自計算） （各自計算）

不動産

土地（自宅敷地）

建物（自宅）

２,４００

６００

８００

２００

その他（動産等） ２００ ２００

注４：自宅（土地、建物）は健夫さんと幸子さんの共有で、それぞれの持分は健夫さんが４分の３、

幸子さんが４分の１である。
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＜負債残高＞

住宅ローン　：７４０万円（債務者は健夫さん、団体信用生命保険付き）

住宅ローン　：３４０万円（債務者は幸子さん、団体信用生命保険付き）

自動車ローン：１２０万円（債務者は健夫さん）

＜生命保険等＞ （単位：万円）

保険種類 契約者 被保険者
死亡保険金

受取人
保険金額

解約返戻金

相当額
保険期間

終身保険Ａ 健夫 健夫 幸子 　 ８００ ５４０ 終身

定期保険Ｂ 健夫 健夫 幸子 ２,５００ 　　０ 平成２８年まで

終身保険Ｃ 健夫 幸子 健夫 　 ７００ ４８０ 終身

養老保険Ｄ 幸子 健夫 幸子 　 ４００ ３６０ 平成２６年まで

注５：解約返戻金相当額は、現時点（平成２５年１月１日）で解約した場合の金額である。

注６：すべての契約について、契約者が保険料を負担している。

注７：契約者配当および契約者貸付はないものとする。

＜平成２４年中の収入金額＞

健夫さん：ＱＸ株式会社からの給与収入　８００万円

幸子さん：ＬＹ株式会社からの給与収入　　５５万円（平成２４年２月まで正社員として勤務）

ＣＺ株式会社からの給与収入　　８０万円（平成２４年３月以降、パート勤務）

Ⅳ．その他

上記以外の情報については、設問において特に指示のない限り一切考慮しないこと。
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問３４

　ＦＰの皆川さんは、まず現時点（平成２５年１月１日時点）における天野家（健夫さんと幸子さん）

のバランスシート分析を行うことにした。下表の空欄（ア）に入る数値を計算しなさい。

＜天野家（健夫さんと幸子さん）のバランスシート＞ （単位：万円）

［資産］ ［負債］

住宅ローン

自動車ローン

×××

×××

負債合計 ×××

金融資産

預貯金等

株式

投資信託

生命保険（解約返戻金相当額）

不動産

　土地（自宅敷地）

　建物（自宅）

その他（動産等）

×××

×××

×××

×××

×××

×××

×××

［純資産］ （　ア　）

資産合計 ××× 負債・純資産合計 ×××

問３５

　幸子さんの平成２４年分の給与収入が＜設例＞のとおりである場合、平成２４年分の所得税の計算に

おける幸子さんの給与所得の金額として、正しいものはどれか。

＜給与所得控除額の速算表＞

給与等の収入金額 給与所得控除額

１６２.５万円 以下 　　　　　　　　　　６５万円

１６２.５万円 超 １８０万円 以下 収入金額×４０％　　　　　　

１８０万円 超 ３６０万円 以下 収入金額×３０％＋　１８万円

３６０万円 超 ６６０万円 以下 収入金額×２０％＋　５４万円

６６０万円 超 １,０００万円 以下 収入金額×１０％＋１２０万円

１,０００万円 超 収入金額×　５％＋１７０万円

１．　１５万円

２．　３２万円

３．　６５万円

４．　７０万円
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問３６

　幸子さんは、料理教室を開業することを計画しており、健夫さんはその開業資金として、平成２５年

中に幸子さんに３００万円を贈与することを検討している。この贈与に係る贈与税に関するＦＰの皆川

さんの次の説明のうち、最も適切なものはどれか。なお、幸子さんが平成２５年中に贈与により取得す

る財産は、上記の３００万円以外にないものとする。また、この贈与に関して特例等の適用を受けるこ

とができる場合には、必要な諸手続きを適正に行い、特例等の適用を受けるものとする。

＜贈与税の速算表＞

基礎控除後の課税価格 税率 控除額

２００万円 以下 １０％ －

２００万円 超 ３００万円 以下 １５％ 　１０万円

３００万円 超 ４００万円 以下 ２０％ 　２５万円

４００万円 超 ６００万円 以下 ３０％ 　６５万円

６００万円 超 １,０００万円 以下 ４０％ １２５万円

１,０００万円 超 ５０％ ２２５万円

１．「贈与税の配偶者控除の適用が受けられますので、贈与税はかかりません。」

２．「贈与税の配偶者控除の適用は受けられませんので、贈与税額は１９万円になります。」

３．「贈与税の配偶者控除の適用は受けられませんので、贈与税額は３５万円になります。」

４．「贈与税の配偶者控除の適用は受けられませんので、贈与税額は１９０万円になります。」

問３７

　健夫さんは、自分が平成２５年１月１日に死亡したと仮定した場合の終身保険Ｃの税務上の取扱いに

ついて、ＦＰの皆川さんに質問をした。この質問に対する皆川さんの次の説明のうち、最も適切なもの

はどれか。なお、健夫さんの死亡後、幸子さんが終身保険Ｃの契約者になるものとする。

１．「死亡保険金の７００万円が相続税の課税対象となり、生命保険金の非課税規定の適用がありま

す。」

２．「死亡保険金の７００万円が相続税の課税対象となりますが、生命保険金の非課税規定の適用はあ

りません。」

３．「解約返戻金相当額である４８０万円が相続税の課税対象となります。」

４．「終身保険Ｃは、相続税の課税対象となりません。」
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問３８

　健夫さんは、身体に障害のある雅夫さんのために、自分たち夫婦の相続に際しては雅夫さんに多くの

財産を遺したいと考えており、遺言書を作成することを検討している。この遺言書に関するＦＰの皆川

さんの次の説明の空欄（ア）、（イ）に入る適切な数値を語群の中から選び、解答欄に記入しなさい。

「雅夫さんに多くの財産を遺す旨の遺言書を作成する際には、美紀さんの遺留分に注意する必要が

あります。仮に、最初に健夫さんが死亡し（１次相続時）、健夫さんの死亡後に幸子さんが死亡し

た（２次相続時）とした場合、美紀さんの１次相続時における遺留分は（　ア　）であり、２次相

続時における遺留分は（　イ　）となります。」

＜語群＞

０　　　１／２　　　１／３　　　２／３　　　１／４　　　１／６　　　１／８
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問３９

　幸子さんの６０歳時点における厚生年金保険加入歴等が下記＜資料＞のとおりである場合、幸子さん

が６０歳から受給できる報酬比例部分の年金額として、正しいものはどれか。なお、幸子さんは、６０

歳以降は会社に勤務しない（厚生年金保険に加入しない）ものとし、記載以外の老齢厚生年金の受給要

件はすべて満たしているものとする。

＜資料＞

［幸子さんの厚生年金保険加入歴等］

平成１５年３月以前：被保険者期間　１８１月　　平均標準報酬月額　２６０,０００円

平成１５年４月以後：被保険者期間　１０７月　　平均標準報酬額　　３４０,０００円

※平成２４年３月以降のパートタイマーとして勤務している期間は、所定労働時間等の関係上、

厚生年金保険の被保険者にはならない。

［報酬比例部分の年金額の計算式］

Ａ：平均標準報酬月額×
７.５

 １０００ 
×平成１５年３月以前の被保険者期間の月数

Ｂ：平均標準報酬額×
 ５.７６９ 

１０００
×平成１５年４月以後の被保険者期間の月数

報酬比例部分の年金額＝（Ａ＋Ｂ）×１.０３１×０.９７８

［年金額の端数処理］

年金額の計算過程においては円未満を四捨五入し、年金額については５０円未満の端数が生じた

ときはこれを切り捨て、５０円以上１００円未満の端数が生じたときは、これを１００円に切り

上げるものとする。

１．　３５５,９００円

２．　５１７,７００円

３．　５６２,８００円

４．　５６７,５００円
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問４０

　健夫さんは、公的介護保険の仕組みについて、ＦＰの皆川さんに質問をした。下記＜資料＞は、皆川

さんが介護保険制度について説明した際に使用した表の一部である。下表の空欄（ア）～（ウ）に入る

適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。

＜資料＞

対象者 保険料の徴収方法 利用者負担

第１号被保険者 ６５歳以上の者

老齢年金等の額が年額１８万円以

上の者については、市町村が

（　イ　）徴収する。

原則、サービスにかか

る費用の（　ウ　）

第２号被保険者
（　ア　）から６４歳ま

での医療保険加入者

医療保険者が医療保険料に上乗せ

して徴収する。

原則、サービスにかか

る費用の（　ウ　）

＜語群＞

１．　３５歳　　　　　　　　２．　４０歳　　　　　　　　３．　４５歳

４．納付書等により個別　　　５．住民税に上乗せして　　　６．年金から差し引いて

７．　１割　　　　　　　　　８．　２割　　　　　　　　　９．　３割


