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本資料の概要  

ファイナンシャル・プランニング入門 - for Students - 〔第 5版〕（以下、本紙）は、原則として 2019

年 10月時点の法令等に基づいて編集したものです。 

本資料は、本紙の発行以降に変更があった法令等に関する補足資料であり、原則として 2022年 10月

1日現在の法令等に基づいて編集したものです。本紙とあわせてご活用ください。 

2022年 10月 日本 FP 協会 

 

第 2編 
 

・25ページ 7 行目 表 ＜（2）公的教育ローン＞ 

（融資限度額） 

1学生・生徒当たり 350 万円以内（所定の要件を満たす海外留学や自宅外通学、修業年限 5 年以上

の大学（昼間部）、大学院の場合には 450 万円以内）となります。 

（要件） 

事業所得者の世帯の年間収入（所得）は、子ども 1人の場合 600万円以内、一定の要件に該当する

場合には、790万円となります。 

 

・25ページ 20行目 ＜（3）奨学金制度＞ 

 （追加） 

独立行政法人日本学生支援機構（JASSO）の給付型奨学金 

住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生等を対象に、給付型奨学金を支給し、大学・専門

学校等の授業料・入学金も免除または減額されます。 

 

（高等教育の修学支援新制度） 

2020年4月から、「高等教育の修学支援新制度」がスタートし、授業料・入学金の免除・減額と、

給付奨学金の支給が行われます。世帯収入の基準を満たしていれば、成績だけで判断せず、しっ

かりとした「学ぶ意欲」があれば支援を受けることが可能。また、給付型奨学金の対象となる場

合には、大学・専門学校等の授業料・入学金も免除または減額されます。授業料・入学金の免

除・減額は大学等が行い、給付型奨学金の支給については、日本学生支援機構が行います。 

①高等学校等就学支援金（授業料支援制度） 

高等学校、特別支援学校（高等部）等に年収約910万円未満の世帯対象で、年間約12～40万円支

給されます。 

②高校生等奨学給付金（授業料以外の教科書費等の教育費支援制度） 

 生活保護世帯、住民税所得割非課税世帯対象で、年間約3～15万円支給されます（返還不要）。 

  

・26ページ 29行目 ＜3-1（2）財形住宅貯蓄＞表の４項目特典等の１行目 

 （特典等） 

利子等の非課税枠のうち財形年金貯蓄にかかる生命保険料、生命共済の共済掛金または損害保険

の保険料については、払込ベースで385万円までとなります。残りの165万円については、財形住

宅貯蓄の非課税枠として利用できます。 

 

・29ページ 5 行目 ＜（5）主な住宅ローンの種類 財形住宅融資＞表の公的ローン 財形住宅融資 

 一般財形貯蓄、財形年金貯蓄または財形住宅貯蓄の合計残高の10倍までの額で、最高4,000万円ま

で（住宅取得価額の90％が限度）となります。 
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・40ページ 5 行目 ＜3-3 後期高齢者医療制度（1）給付内容＞ 

（後期高齢者の医療費の窓口負担割合の見直し） 

2022年10月1日から、75歳以上等で一定以上の所得がある場合には、医療費の窓口負担割合が２

割に変更となります。 

「一定以上の所得」とは、同一世帯に課税所得が28万円以上の被保険者がおり、かつ「年金収入

＋その他の合計所得金額」が単身世帯の場合200万円以上、複数世帯の場合合計320万円以上の場

合をいいます。なお、10月1日以降も引き続き、一般所得者等は１割負担、現役並み所得者は3割

負担です。 

 

・44ページ 4 行目 ＜③給付日数＞ 

就職困難者（障害者等）については、以下となります。 

区分 
被保険者であった期間 

１年未満 １年以上 

45歳未満 
150日 

300日 

45歳以上65歳未満  360日 

 

・44ページ 22行目 ＜（4）教育訓練給付＞ 

なお、特定一般教育訓練（特に労働者の速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓

練が対象）の場合には、受講費用の40%（上限20万円）が訓練修了後に支給されます。 

また、専門実践教育訓練（特に労働者の中長期的キャリア形成に資する教育訓練が対象）の場合

には、受講中に最大120万円（受講費用の50%・年間上限40万円）が訓練受講中6か月ごとに原則2

年（最長3年）支給されます。また、受講終了後に所定の資格を取得して正職員等に雇用された場

合は、受講中分含め最大168万円が支給されます。 

 

・44ページ 29行目 ＜（5）雇用継続給付 ①高年齢雇用継続給付＞ 

（高年齢再就職給付金） 

基本手当の受給中に再就職した方を対象の制度。基本手当の支給を受けて 60 歳以上で再就職し、

雇用保険の一般被保険者となった場合は、離職前の被保険者であった期間が 5年以上で、所定給付

日数を 100日以上残して就職すること等の一定の条件を満たした場合には、高年齢再就職給付金の

支給対象となる場合があります。支給金額は、再就職先の賃金月額が、基本手当の基礎となった賃

金日額の 30 日分の額の 75%未満である場合、再就職先の賃金月額の 15%が限度となります。 

 

・45ページ 1 行目 ＜（5）雇用継続給付 ②育児休業給付＞ 

（支給対象）   

被保険者期間が 12 か月に満たない場合は、賃金の支払の基礎となった時間数が 80時間以上である

完全月を１か月とします。 

（2022年 10月改正） 

育児・介護休業法の改正により、2022 年 10 月から育児休業の 2回までの分割と、産後パパ育休（出

生時育児休業）の制度の施行に伴い、育児休業給付についても１歳未満の子については、原則 2回

（男性については 4 回）の育児休業まで育児休業給付金を受給できる等に変更となります。 

 

・45ページ 7 行目 ＜（5）雇用継続給付 ③介護休業給付＞ 

（支給要件）  

ただし、被保険者期間が 12 か月に満たない場合には、完全月で賃金の支払の基礎となった時間数

が 80 時間以上の月を１か月とします。 

 

・49ページ 8 行目 ＜（1）国民年金の被保険者と保険料＞表の第１号被保険者 

第 1号被保険者 国民年金保険料 16,590 円/月（2022年度）となります。 
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・51ページ 2 行目 ＜老齢基礎年金の満額年金額＞ 

老齢基礎年金の満額年金額は、777,800円（2022年 4月からの額）です。 

 

・51ページ 21行目 ＜（3）老齢年金の繰上げ・繰下げ支給＞の表  

繰上げ支給の減額率は 0.4％/月、60歳に繰り上げると 24％減額となります。 

 

・51ページ 24行目 ＜（3）老齢年金の繰上げ・繰下げ支給＞の表     

繰下げ支給（66～75歳）となります。 

 

・52ページ 18行目 ＜（1）特別支給の老齢厚生年金＞【定額部分の計算式】 

定額部分＝1,621 円（2022年 4 月以降の額）×～ となります。 

 

・54ページ 9 行目 ＜（2）障害基礎年金の年金額＞の表 

（2022年度）  

1級 972,250 円＋子の加算 

2級 777,800円＋子の加算  

子の加算：223,800 円（1・2人目、1 人につき）、74,600円（3人目以降）となります。 

 

・55ページ 19行目 ＜（3）年金額＞ 

（2022年度） 

777,800 円＋子の加算 となります。 

 

・58ページ 25行目 ＜1-3 確定拠出年金＞ 

2020 年改正により、加入可能要件の見直し等が行われました。 

（加入可能年齢の引き上げ） 

企業型 DC は厚生年金被保険者 70 歳未満、個人型 DC（iDeCo）は、公的年金被保険者のうち 65

歳未満へ引き上げ 

（受取開始可能期間の延長） 

iDeCo の受取開始可能期間は、最長 75歳までとなります。 
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第 3編 
 

・66ページ 7 行目 ＜第 3編のポイント ☑＞ 

所得控除は15種類となります。 

 

・78ページ 11 行目 ＜6-2 退職所得の計算方法（注）＞ 

なお、短期退職手当等※の場合には、収入金額から退職所得控除額を控除した残額のうち、300 万

円を超える部分の金額については 2分の 1を乗じることができません。 

※短期勤続年数（役員等以外の勤続年数が原則 5年以下）の退職手当等で、特定役員退職手当等に

該当しないもの 

 

・87ページ 2、4行目 ＜1 所得控除の種類（14 種類）＞ 

所得控除の種類（15種類） 

（図表） 

寡婦（寡夫）控除は、「寡婦控除」になりました。  

「ひとり親控除」が追加されました。  

 

・90ページ 11 行目 ＜1-6 寡婦（寡夫）控除＞ 

寡婦（寡夫）控除は、「寡婦控除」となります。 

寡婦控除の控除額は27万円となります。 

寡婦とは、原則その年の12月31日の現況で、「ひとり親」に該当せず、次のいずれかに当てはま

る者であり、納税者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の者がいる場合は対

象となりません。 

①夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がおり、合計所得金額が500万円以下の者 

②夫と死別した後婚姻をしていない者または夫の生死が明らかでない一定の者で、合計所得金額

が500万円以下の者 

（追加） 

ひとり親控除 

納税者がひとり親※である場合、ひとり親控除として、35 万円を所得控除することができます。 

※原則その年の 12月 31日の現況で、婚姻をしていないことまたは配偶者の生死の明らかでない一

定の者のうち、以下①～③のすべてに当てはまる者 

①その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと 

②生計を一にする子がいること 

子：その年分の総所得金額等が 48 万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になってい

ない場合に限る 

③合計所得金額が 500 万円以下であること 

 

・93ページ 13行目 ＜1-13  雑損控除 ①対象となる資産＞ 

資産の所有者について総所得金額等は、2020年分以降は48万円以下となります。 
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・95ページ 27行目 ＜1-1 住宅借入金等特別控除（住宅ローン控除） P.95-97＞ 

（住宅の取得等が特別特例取得または特例特別特例取得に該当する場合） 

2021年1月1日から2022年12月31日まで居住の用に供した場合には、控除期間は13年間となりま

す。 

居住の用に供した年 控除期間 各年の控除額の計算（控除限度額） 

2021年1月1日から 

2022年12月31日まで 
13年 

［住宅の取得等が特別特例取得または特例特別特例取得に該当する

場合］ 

【1～10年目】 

年末残高等×1％（40万円） 

【11～13年目】 

次のいずれか少ない額が控除限度額 

①年末残高等〔上限4,000万円〕×１％ 

②（住宅取得等対価の額－消費税額）〔上限4,000万円〕×2％÷3 

（注）この場合の「住宅取得等対価の額」は、補助金および住宅取

得等資金の贈与の額を控除しないで計算した金額をいいます。 

 

（住宅の取得等が特別特例取得または特例特別特例取得に該当しない場合） 

2022年1月1日から2025年12月31日まで居住の用に供した場合の控除期間は、新築住宅等は原則13

年、既存住宅は10年となります。 

居住の用に供した年 控除期間 各年の控除額の計算（控除限度額） 

2022年1月1日から 

2025年12月31日まで 

新築住宅等 原則13年 

既存住宅 10年 
全期間一律 年末残高等×0.7％ 

 

【新築住宅・買取再販住宅】 

区分 

住宅の環境性能等 

借入限度額 

控除期間 居住年 

2022 年 2023 年 2024 年 2025 年 

認定住宅 

（認定長期優良住宅・ 

認定低炭素住宅） 

5,000 万円 4,500 万円 

13 年間 

ZEH 水準省エネ住宅 4,500 万円 3,500 万円 

省エネ基準適合住宅 4,000 万円 3,000 万円 

一般の新築住宅 

（その他の住宅） 
3,000 万円 

0 万円 

（2023 年までに新築の建築確

認済等の場合は 2,000 万円） 

13 年間 

（2024 年

入居以降

10 年間） 

【既存住宅】 

区分 

住宅の環境性能等 

借入限度額 
控除期間 

居住年 

2022 年 2023 年 2024 年 2025 年 

10 年間 

認定住宅等 

（認定長期優良住宅・ 

認定低炭素住宅、 

ZEH 水準省エネ住宅、 

省エネ基準適合住宅） 

3,000 万円 

一般の新築住宅 

（その他の住宅） 
2,000 万円 
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・98ページ 10行目 ＜ケーススタディ＞ 

ケーススタディは、発行時点の法令等に基づき作成しています。 

 

・103 ページ 1行目 ＜給与所得の源泉徴収票＞ 

2022 年分 給与所得の源泉徴収票の金額は以下になります。 

給与所得控除後の金額：5,062,750円 

所得控除の額の合計額：4,669,846円 

 

・103 ページ 図の下 ＜2-1 給与所得の金額の計算＞ 

2022年分の場合、計算例は以下になります。 

給与所得控除額：6,847,500円×10％＋1,100,000円＝1,784,750円 

給与所得控除後の金額：6,847,500円－1,784,750円＝5,062,750円 

 

・104 ページ 1行目 ＜2-2 所得控除の額の計算＞ 

2022年分の場合、計算例は以下箇所が変更になります。 

基礎控除：480,000円 

所得控除の額の合計額：4,669,846円 

 

・104 ページ 11行目 ＜2-3 課税所得金額の計算＞ 

2022年分の場合、計算例は以下の通り変更ありません。 

5,062,750円－4,669,846円≒392,000円（千円未満切捨て） 

 

・110ページ 17行目 ＜2-4 損金 （1）減価償却費＞ 

取得価額30万円未満である少額減価償却資産の特例については、2024年3月31日までの間の取得

になります。 

 

第 4編 
 

・135 ページ 1行目 ＜定期保険・医療保険など＞図 

  

契約者 被保険者 受取人 
保険料の経理処理 

主契約保険料 特約保険料 

法人 役員・従業員 役員・従業員 損金算入 

法人 役員・従業員 役員・従業員の遺族 損金算入 

 

（3）死亡保険金・満期保険金の経理処理 

※雑収入を前提としていますが、雑損失として損金計上する場合もあります。 

 

第 5編 
 

・173 ページ 16行目 ＜3-2 日経平均株価＞ 

東京証券取引所第一部は、「プライム市場」となりました。 

 

・173 ページ 22行目 ＜3-3 東証株価指数（TOPIX）＞ 

「東証株価指数」（通称TOPIX＝トピックス）は、東京証券取引所第一部に上場されていた全銘

柄を基本的に引継いだプライム市場の株価を… 
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・173 ページ 29行目 ＜3-4 JPX 日経インデックス 400＞ 

東京証券取引所（プライム、スタンダード、グロース）に上場している… 

 

・188 ページ 22行目 ＜5-2 制度の概要＞表 

制度の概要（NISA・新NISA） 

 
概 要 ＮＩＳＡ 新ＮＩＳＡ（2024年～） 

非課税対象 

上場株式、上場新株予約権付社債、公募

株式投資信託、ETF、J-REITなど 

2024年以降、2階建ての新しいNISAに

変更 

■1階  

一定の投資信託への投資から得られる分

配金や譲渡益 

■2階（原則1階部分の積立が必要）  

株式・投資信託等への投資から得られる

配当金・分配金や譲渡益 

開設者 

口座開設の年の1月1日において、満20歳

以上（2023年以降は18歳以上）の居住

者等 

口座開設の年の1月1日において、 

満18歳以上の居住者等 

口座開設可能期間 2023年12月31日まで 2024年～2028年まで 

非課税管理勘定設定数 
1人1口座 

各年ごとに1金融機関１非課税管理勘定設定（金融機関は1年単位で変更可） 

非課税投資額 120万円 

122万円 

1階部分 年間20万円まで 

2階部分 年間102万円まで 

保有期間 最長5年間 

非課税投資総額 

最大600万円（120万円×5年間） 

上限なしでロールオーバー可 

最大610万円（122万円×5年間） 

1階部分で投資した投資信託について

は、つみたてNISA非課税投資枠へのロ

ールオーバー可 

 

・189 ページ 1行目 ＜5-3 NISA 利用の留意点＞ 

制度の概要（ジュニアNISA・つみたてNISA） 

 
概 要 ジュニアＮＩＳＡ つみたてＮＩＳＡ 

非課税対象 

上場株式、上場新株予約権付社債、公募

株式投資信託、ＥＴＦ、Ｊ－ＲＥＩＴ 

など 

長期の積立・分散投資に適した一定の公

募株式投資信託とＥＴＦ 

開設者 

口座開設の年の1月1日において、満20歳

未満（2023年は18歳未満）の居住者等 

口座開設の年の1月1日において、満20歳

以上（2023年以降は18歳以上）の居住

者等 

NISAとつみたてNISAのいずれかを選択 

口座開設可能期間 2023年まで 2042年まで 

非課税管理勘定設定数 1人1口座 

1人1口座 

各年ごとに1金融機関１非課税管理勘定

設定（金融機関は1年単位で変更可） 

非課税投資額 80万円 40万円 

保有期間 最長5年間 最長20年間 

非課税投資総額 
最大400万円（80万円×5年間） 

上限なしでロールオーバー可 

最大800万円（40万円×20年間）ロール

オーバー不可 

払出制限 

原則その年3月31日現在で18歳の前年ま

では払出不可 

2024年以降は18歳未満でも払出可 

制限なし 
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第 6編 
 

・217 ページ 30行目 ＜（3）土地売買の軽減税率の特例＞ 

特例は、2024年3月31日まで延長となります。 

 

 

第 7編 
 

・246 ページ 10行目 ＜2-5 相続時精算課税制度（1）適用対象者＞表 

受贈者：2022年4月1日以後の贈与は18歳 

 

・246 ページ 29行目 ＜2-6 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度＞ 

直系尊属である父母や祖父母などから18歳以上の子や孫に対し… 

 

（図表） 

住宅用家屋の取得に 

係る契約の締結期間 
良質な住宅用家屋 左記以外の住宅用家屋 

2022年 1 月～ 2023 年 12 月 1,000万円 500万円 

 

住宅用家屋の取得等に係る対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10％である場合 

 
住宅用家屋の取得に 

係る契約の締結期間 
良質な住宅用家屋 左記以外の住宅用家屋 

2022年 1 月～ 2023 年 12 月 1,500万円 1,000万円 

 

・247 ページ 25行目 ＜2-8 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度＞ 

直系尊属である祖父母などから18歳以上50歳未満の子や孫に対し… 
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FPと関連法規 
 

・299 ページ 12行目 ＜1-4 金融商品販売法＞ 

1-4 金融サービス提供法（旧金融商品販売法）・金融サービス仲介業 

 金融サービスの提供に関する法律（以下「金融サービス提供法」という。制定当初の名称は

「金融商品販売法」）は、まず、①金融商品販売業者等が金融商品を販売する際に顧客に対して

説明義務を負う事項、②当該業者等が説明を怠ったことにより顧客に損害が生じた場合の当該業

者等の賠償責任、③金融商品販売に関わる勧誘の適正確保のための措置について定めることで、

顧客の保護を図り、国民経済の健全な発展に資することを目的としている。対象となる金融商品

は一般の預貯金や保険・共済なども対象としており、金融商品取引法より幅広い。 

 金融商品を販売する際の説明義務の対象となっている事項は、①金利・通貨・金融商品市場の

相場などの指標の変動を直接の原因とする元本欠損リスク・元本を上回る損失が生じるリスク、

②金融商品販売業者等の破綻などによる元本欠損リスク・元本を上回る損失が生じるリスク、③

権利行使期間の制限、などである。説明の方法や程度については、「適合性の原則」の考え方が

とられ、顧客の知識・経験・財産の状況・購入目的に照らして、顧客に理解されるために必要な

方法・程度によることとされた。また、金融商品販売業者等が顧客に対して「必ずもうかる」な

どといった断定的判断を提供することも禁じられている。金融商品販売業者等が説明義務違反や

断定的判断の提供をした場合、これによって顧客に生じた損害を賠償する責任が生じる。この場

合の損害額は元本欠損額と推定される。 

 金融商品販売業者等が金融商品を販売する際には、説明義務を怠らなかったことを立証するた

めに、確認書を作成し、顧客にその内容を説明して十分に理解してもらった上でこれに署名押印

してもらうなどの工夫が必要である。 

 そして、近年では、情報がデジタル化されることで情報の利活用が促進されるデジタライゼー

ションにより、誰もがスマートフォンなどのデバイスを利用することで、様々な金融サービスを

受けられるようになっている。このような中で、より利便性の高い金融サービスを実現していく

観点から、2020年、旧金融商品販売法の改正がなされ、同法は金融サービス提供法と改称され

た。この改正では、金融サービス仲介業の創設と資金移動業の規制の見直しがなされている。 

 旧金融商品販売法から金融サービス提供法への改正の背景は上記のとおりであり、同法におい

て金融サービス仲介業が創設されたことの狙いは2点ある。まず、改正前では、銀行分野は銀行代

理業者、証券分野は金融商品仲介業者、保険分野は保険募集人など分野ごとに許可・登録を受け

る必要があり、業者にとって負担が大きかったため、この負担を軽減することにある。もう1点

は、多種多様な金融商品・サービスをワンストップで提供することで、就労形態や世帯の状況が

多様化した社会において、利用者である顧客が自己に適したものを選択しやすくなるようにし、

利便性を向上させることにある。 

 これらの狙いから創設された金融サービス仲介業とは、「預金等媒介業務、保険媒介業務、有

価証券等仲介業務または貸金業貸付媒介業務のいずれかを業として行うこと」であり、取り扱い

可能な金融サービスの範囲は、顧客保護の観点から高度に専門的な説明を必要とするものとして

政令で定めるものを除くとされている。この金融サービス仲介業を行うには、顧客保護のために

内閣総理大臣の登録を受ける必要があり、また、自己が取り扱える金融商品の確認を十分に行う

必要がある。 

 そして、銀行法、金融商品取引法または保険業法で既存の仲介業者として登録を受けている場

合、その仲介業者は特定の金融機関に所属するため、顧客とのトラブルについて顧客から損害賠

償請求を受けるのは金融機関である。これに対し、金融サービス仲介業者と顧客との間で、金融

サービスの提供に関するトラブルが発生した場合、顧客から損害賠償請求を受けるのは金融サー

ビス仲介業者となる。そのため、顧客に対する損害賠償資力の確保の観点から、金融サービス仲

介業者には保証金（1,000万円＋前事業年度の年間受領手数料×5％（10万円未満の端数は切り捨

て））の供託が義務付けられている。なお、銀行法、金融商品取引法または保険業法の仲介業者
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としてすでに登録を行っており、なおかつ、金融サービス仲介業として登録をした場合、既存の

仲介業者として登録を受けている分野に関しては、金融サービス仲介業として仲介をすることは

できない。 

 このほか、銀行分野、証券分野および保険分野の分野ごとに規制があるため、自己が金融サー

ビスを提供する予定の分野の規制を正確に理解しておかなければならない。また、金融サービス

仲介業者の業務として貸金業法に関係する貸金業貸付媒介業務があり、貸金業法に関係すること

にも注意しておかなければならない。 

 

 


