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第2編
ライフプランニング

第２編のポイント
□✓　�「教育資金」「住宅資金」「老後資金」は特に多額の資金を必要とするため、「人
生の３大資金」と呼ばれている。

□✓　�社会保険制度には、すべての人を対象としている年金保険・医療保険・介護保
険と、原則として雇われている人を対象としている労災保険・雇用保険がある。

□✓　�公的年金制度は、すべての人を対象としているベースとなる年金制度である国
民年金と、民間の会社員および公務員等、勤務先がある人を対象としている厚
生年金保険がある。

□✓　�企業年金制度は、公的年金制度を補完する年金制度である。近年、確定拠出年
金の個人型年金の適用対象者が拡充されている。

第１章　ライフプランニングと資金計画

１　人生の３大資金
長い人生には、結婚、子どもの誕生、子どもの進学、住宅取得など、その時々でさまざ
まなライフイベントがあります。これらのライフイベントには大なり小なりの資金を必要
としますが、その中でも、「教育資金」「住宅資金」「老後資金」は特に多額の資金を必要
とするため、「人生の３大資金」と呼ばれています。

２　教育資金設計
教育資金設計の最大の特徴は、子どもが生まれた時点で、「資金が必要になる時期があ
る程度確定する」ことです。また、子どもが成長するにつれ、負担しなければならない金
額が加速度的に増えていくという特徴も併せ持っています。
教育資金設計に関しては、「子どもが大学まで進むかどうか」や「奨学金利用の可否、
制度の有無」などの不確実な要因があります。しかし、子どもができるだけ小さいうちか
ら、大学まで卒業することを前提として教育資金のための準備を始めることが、教育資金
設計を確実に達成させるための大きなポイントといえます。
教育資金の準備にあたっては、次のような方法があります。

（1）こども保険・学資保険

一般に、親が契約者、子どもが被保険者となり、親子で契約します。子どもの入学・進

学年齢に合わせて祝い金を、満期時には満期保険金を受け取れます。保険期間の途中で親
（契約者）が死亡・高度障害状態になった場合、その後の保険料の払込みは免除されます。
さらに、満期まで毎年、育英年金を受け取れる商品もあります。
（2）公的教育ローン

使用目的が子どもの教育関係に制限されるローンです。高等学校から大学（院）、各種
学校までの入学金、授業料、学校への納付金などが対象となります。

日本政策金融公庫
貸付名 教育一般貸付

対　象 高等学校、高等専門学校、短期大学、大学、大学院、専修学校、各種学校、海外の高等
学校・大学、予備校など

返済期間 15年以内※

利　率 固定
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の場合は450万円以内）
取扱窓口 公庫全支店と銀行、信用金庫、信用組合、ＪＡなどの金融機関

要　件

世帯の年間収入（所得）が一定金額以内。
例えば、子ども１人の場合は、給与所得者は790万円以内、事業所得者は590万円以内
の世帯。一定の要件に該当する場合は、給与所得者は990万円以内、事業所得者は770
万円以内の世帯。

※　�交通遺児家庭、母子家庭などの場合：18年以内

（3）奨学金制度

奨学金制度には大きく分けて給付、貸与の２種類があり、返済する必要のないものが「給
付」、全額返済しなければならないものが「貸与」です。
主な奨学金として、独立行政法人日本学生支援機構が実施する奨学金が挙げられます。

同機構が実施する奨学金は貸与型が中心でしたが、今後は給付型の奨学金制度が拡充され
ることが期待されています。利息付の貸与型、無利息の貸与型、給付型の順に審査要件が
厳しくなっています。
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第3編
タックスプランニング

第３編のポイント
□✓　�税金には、国税と地方税の区別、直接税と間接税の区別、申告納税方式と賦課
課税方式の区別がある。

□✓　�所得税は、その人のその年の収入金額から必要経費を差し引いた所得に対して
課税される税金である。

□✓　�所得税の計算においては、10種類の所得区分に分けて所得の計算がなされる。
□✓　�所得税の計算において、所得から差し引くことができる所得控除は14種類。
□✓　�所得税の計算において、算出された税額から差し引くことができる税額控除と
しては、住宅借入金等特別控除（住宅ローン控除）等がある。

第１章　わが国の税制

１　税金の種類
税金にはさまざまな種類があります。

1-1　国税と地方税
税金を課すのが国か、都道府県・市町村などの地方公共団体かによる分類です。地方税
はさらに都道府県が課税する道府県税、市町村が課税する市町村税に分かれます。

国　税 国が課す税金
⇒所得税、法人税、相続税、贈与税、登録免許税、印紙税、消費税など

地方税 地方公共団体が課す税金
⇒住民税、事業税、固定資産税、不動産取得税、地方消費税など

1-2　直接税と間接税
直接税とは、税金を納める義務のある人と税金を実際に負担する人が同じである税金で
す。所得税や法人税などがこれにあたります。
間接税は、税金を納める義務のある人と税金を実際に負担する人が異なる税金です。租
税の転嫁、つまり税の負担が次々に移っていく税金のことです。消費税などがこれにあた
ります。

直接税 納税義務者とその税金を負担する者が同一である税金
⇒所得税、法人税、相続税、贈与税、住民税、固定資産税など

間接税 納税義務者とその税金を負担する者が異なる税金
⇒消費税、酒税、たばこ税など

1-3　申告納税方式と賦課課税方式
税金の額の決定方法には、大きく分けて「申告納税方式」と「賦課課税方式」の２つの

方法があります。
申告納税方式は、納税する人が、自分で税法に従って所得金額や税額を計算し、申告・

納税する方法です。所得税や法人税などがこれにあたります。
賦課課税方式は、納税する人が申告を行わず、国・地方公共団体等が納付すべき税額を

確定する方法です。住民税や固定資産税がこれにあたります。

申告納税方式 自分で税額を計算し、申告・納税する方法
⇒所得税、法人税など

賦課課税方式 税金を課する国・地方公共団体等が納付すべき税額を確定する方法
⇒住民税、固定資産税など

1-4　税制の動向とタックスプランニング
国の収入を「歳入」、国の支出を「歳出」といい、毎年度４月から３月までの会計年度

の予算が、国会の議決を経て執行されています。歳入の中心は税収です。したがって、国
の予算編成は税制と密接な関係にあります。
また、税制は、個人や企業の所得・経済力に見合った課税となっているか、公的サービ

スの財源調達機能を十分に果たした上で、社会の活力や経済の発展の妨げとならず、個人
や企業の自由な経済活動にできるだけ影響を与えないものとなっているか、理解しやすい
仕組みになっているか、ということが求められます。それらのバランスがとれた税制を考
えるため、通常、税制は毎年見直しが行われています。
これが「税制改正」です。その根本となるものが「税制改正大綱」と呼ばれ、毎年12月

中頃に発表されます。そして、冬から春にかけて関連する法案が内閣から国会に提出され、
法律として成立することになります。
タックスプランニングは、長期のライフプランニングに役立つプランニングでなければ

なりません。ある時期に控除や特例として税負担が軽減できる制度があっても、将来それ
が廃止される可能性があれば、その動きをしっかりと見すえて慎重に判断することが求め
られます。そのためタックスプランニングでは、税制の動向を踏まえることがとても重要
になります。
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第4編
リスクマネジメント

第４編のポイント
□✓　�リスクマネジメントの手法には、リスク・コントロールとリスク・ファイナン
シングがある。

□✓　�社会保険は国および公的な組織がその運営を行っている。民間の保険は、保険
募集や保険契約者を保護する仕組みについて法令が定めるルールに則り、生命
保険会社や損害保険会社等により運営されている。

□✓　生命保険は、大きく分けて、死亡保険、生存保険、生死混合保険に分類される。
□✓　�損害保険は、大きく分けて、人に対する保険、物に対する保険、賠償責任保険、
その他の保険に分類される。

第１章　リスクマネジメント

１　リスクマネジメントとは
1-1　リスクマネジメントの概念
リスクとは、「予想どおりにいかない可能性」「結果が分からない不確実な状態」のこと
をいいます。人の生涯や企業活動にはリスクがつきものです。ファイナンシャル・プラン
ニングで最も重要な要素の１つに、リスクを管理するということがあります。リスクを軽
減・回避するために、さまざまなリスクが発生した場合の損失・損害を事前に把握し、合
理的な方法と費用で適切な対応策を講じておくことが必要になります。その計画・実行の
管理手法を「リスクマネジメント」といいます。
（1）個人を取り巻くリスクとその事象

個人を取り巻くリスクには、以下のようなものがあります。
・人（本人・家族）に関するリスク：病気、けが、長生き、死亡など
・物・財産・収入に関するリスク：災害、盗難、負債、失業など
・損害賠償に関するリスク：自動車事故など
（2）企業を取り巻くリスクとその事象

企業を取り巻くリスクには、以下のようなものがあります。
・経営者、従業員に関するリスク：労災事故など
・物・資産・収入に関するリスク：災害、盗難、負債、休業など
・損害賠償に関するリスク：自動車事故、業務上の事故など

1-2　リスクマネジメントの手法
リスクマネジメントの手法は、「リスク・コントロール」と「リスク・ファイナンシング」

の２つに分けることができます。
（1）リスク・コントロール

リスク・コントロールとは、損失の発生を事前に防止し、また、仮に損失が発生したと
してもその拡大を抑えて、損失の規模を最小限にする手法です。
①　回避
例えば、自動車を運転することによって自動車事故のリスクと常に直面することにな

ります。そこで、自動車の運転自体をやめることで、限りなく自動車事故のリスクを低
くすることができます。これをリスクの「回避」といいます。
②　制御
しかし、リスクを回避するために自動車の運転を完全にやめることは、仕事でそれを

使用する場合などは難しいでしょう。この場合には、交通法規の教育や安全運転の徹底
などで、事故の発生頻度や損失の規模を小さくすることが効果的です。これをリスクの
「制御」といいます。
③　結合
例えば、運送会社であれば、自動車の故障に備えて保有台数を増やすことが考えられ

ます。これをリスクの「結合」といいます。
④　分離
企業では、地震の発生に備えて工場を離れた場所に複数建設し、災害時のストップを

避ける方法がとられたりしますが、これをリスクの「分離」といいます。
⑤　移転
また、自動車が必要なときにはレンタルするなど、そもそも損失にさらされている物

を自分で保有しないという方法があります。これを「移転」といいます。
リスク・コントロールの手法例

用　語 内　容 具体例
回避 リスクの原因そのものをなくす 車の運転の中止
制御 損失の発生頻度や深刻度を軽減する 教育、訓練
結合 類似のリスクをまとめ、予測能力を向上させる 車両の集中管理
分離 細分化し、損失の影響を軽減する 工場の分散
移転 所有せず、第三者にリスクを転嫁する レンタル、リース
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第5編
金融資産運用設計

第５編のポイント
□✓　�景気に関する主要な統計としては「景気動向指数」、物価に関する主要な統計
としては「消費者物価指数」や「企業物価指数」がある。

□✓　預貯金は、大きく分けて、流動性預貯金と定期性預貯金に分類される。
□✓　債券は、大きく分けて、公共債、民間債、外国債等に分類される。
□✓　�株式投資の指標には、株式市場全体の動向をとらえるための指標、個別銘柄の
投資適格性を判断するための指標などがある。

□✓　�投資信託には、株式投資信託、公社債投資信託、不動産投資信託（REIT）等
がある。

□✓　�国内で外貨建て金融商品に投資するためには円を外貨に換える必要があり、為
替手数料がかかる。また、為替レートは常に変動する。

□✓　�金融商品の収益に対しては、原則として、所得税15％（復興特別所得税を含め
て15.315％）、住民税５％の税金がかかる。NISA口座では、株式投資の配当
金や売却益が一定の範囲において非課税となる。

第１章　金融・経済の基礎知識

１　主な経済・景気指標
経済・景気動向を把握するためには、各種指標・統計のとらえ方を理解しておく必要が

あります。

1-1　GDP（国内総生産）と経済成長率
（1）GDPとは

「GDP（Gross Domestic Product）」とは、国内で一定期間に生産された財・サービス
などの付加価値の総額であり、一国の経済規模を表しています。GDPは、内閣府による
四半期ごとの「国民経済計算」において発表されます。わが国のGDPは、年間約500兆円
です。

付加価値とは、財・サービスなどの生産額から生産するために要した費用を差し引いた
ものです。以下の図は、豆腐生産の例です。肥料、水など生産の費用が一切かからないと
仮定した場合、付加価値をすべて足したものが最終生産物である豆腐の価格になります。

　　　　＜付加価値のイメージ図＞

（2）名目GDPと実質GDP

「名目GDP」とは、時価で金額表示したGDPです。「実質GDP」とは、表面上の数値で
ある名目GDPから物価水準の変化分を取り除いたものです。
（3）経済成長率

「経済成長率」とは、GDPの増加率のことです。通常は、実質GDPの増加率である実
質経済成長率のことを経済成長率といいます。経済成長率は、一国の経済が拡大基調なの
か、どの程度の成長をしているのかをとらえる指標です。
（4）三面等価の原則

GDPは、「生産の側面」「分配の側面」「支出（需要）の側面」からとらえることができ、
これら３つの数値は常に等しくなります。これを「三面等価の原則」といいます。例えば、
支出面から表した国内総支出（GDE：Gross Domestic Expenditure）の額は、国内総生
産の額と等しくなります。一国の経済活動を集計するとき、経済分析上の有用性やデータ
の速報性・確実性の観点から、生産・分配・支出の中で適宜ふさわしい数値が利用されて
います。

1-2　景気循環
経済情勢の調子が良いことを好景気（好況）、悪いことを不景気（不況）といいます。

景気は「不況」「回復」「好況」「後退」の４つの局面が循環し、これを「景気循環」とい
います。景気を判断するためには、さまざまな指標が用いられます。

1-3　景気動向指数
「景気動向指数」は、生産、雇用などの経済活動状況を表すさまざまな指標の動きを統

合して、景気の現状把握や将来の動向予測のために内閣府が計算し発表している指標で
す。景気動向指数には「先行指数」「一致指数」「遅行指数」の３種類があり、それぞれに
ついてCI（コンポジット・インデックス）とDI（ディフュージョン・インデックス）が
あります。

大豆農家

豆腐店

消費者

付加価値

付加価値40円

40円 60円

100 円で購入
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第6編
不動産運用設計

第６編のポイント
□✓　�土地の価格には、実勢価格（実際に取引する際の価格）のほかに、公示価格、
基準地標準価格、相続税路線価、固定資産税評価額の４つの公的評価がある。

□✓　�不動産の売買は、民法、住宅の品質確保の促進等に関する法律、宅地建物取引
業法等の法律の規定が関係し、不動産の賃貸は、借地借家法等の法律の規定が
関係している。

□✓　�不動産に対しては、都市計画法や建築基準法等の法律により各種の規制がかけ
られている。

□✓　�不動産の取得、保有、売却、賃貸には、それぞれ税金がかかる場合がある。た
だし、マイホームについては、さまざまな特例が設けられている。

第１章　不動産の見方

１　不動産の基礎知識
1-1　不動産とは
不動産とは、「土地」とその「定着物」のことをいいます。代表的な定着物は建物です。

建物は土地がないと建てることができないため、土地と建物を一体のものとして考えがち
ですが、わが国では、土地と建物を別々の不動産として扱います。

1-2　土地
不動産登記法では、土地の種類のことを地

ち も く

目といいます。地目には、田、畑、宅地、山
林などがあり、登記記録（登記簿）の表題部の欄に登記されます。地目は、現在の土地の
状況とは異なることもあります。土地は、利用すべき用途ごとに、居住用土地、商業用土
地、工業用土地などにも分類されます。

1-3　建物
不動産登記法では、建物の種類を主たる用途により分類しており、居宅、店舗、事務所、

工場などがあります。建物は、木造や鉄骨、鉄筋など構造の違いによっても分類されます。

1-4　土地の価格
土地の価格には、実勢価格（実際に取引する際の価格）のほかに、公示価格、基準地標

準価格、相続税路線価、固定資産税評価額の４つの公的評価があります。

主な利用目的 評価時点 公表日 評価機関 価格水準

公示価格 一般の土地取引の目安 毎年
１月１日 ３月下旬 国土

交通省 100%

基準地標準
価格 公示価格の補完 毎年

７月１日 ９月下旬 都道府県 100%

相続税路線
価 相続税、贈与税の算出 毎年

１月１日 ７月初旬 国税庁 公示価格の
８割程度

固定資産税
評価額

固定資産税、都市計画税、不動産取
得税等の算出

１月１日
（３年ごと）

基準年度は
４月１日 市町村 公示価格の

７割程度

1-5　不動産の鑑定評価
不動産の鑑定評価とは、「不動産の経済価値を判定し、その結果を価額に表示すること」

です。国土交通省または都道府県に登録されている不動産鑑定業者のみが依頼を受けるこ
とができ、国土交通省に登録されている不動産鑑定士のみが、不動産の鑑定業務を行うこ
とができます。

鑑定評価の方法には、原価方式、比較方式、収益方式の３方式があります。これらによっ
て不動産価格を求める手法には、原価方式による「原価法」、比較方式による「取引事例
比較法」、収益方式による「収益還元法」があります。
（1） 原価法

再調達原価を求め、これについて減価修正を行うことにより対象不動産の試算価格を求
める手法です。
（2） 取引事例比較法

事例の収集、選択、事情補正、時点修正を施し、地域要因および個別的要因の比較を行っ
て求められた価格と比較考慮して対象不動産の試算価格を求める手法です。
（3） 収益還元法

対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現在価値の総和を求めること
により対象不動産の試算価格を求める手法です。なお、将来の金額を現在の価値に換算し
た金額を現在価値と呼びます。以下の２つの方法がよく知られています。

①　直接還元法
一期間の純収益を還元利回りによって還元して評価額を求める方法です。

②　DCF（Discounted Cash Flow）法
連続する複数の期間に発生する純収益および復帰価格（期間満了後の売却によって得

られると予想される価格）を、その発生時期に応じて現在価値に割り引き、これらを合
計して評価額を求める方法です。
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第7編
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第７編のポイント
□✓　�相続において被相続人の財産を引き継ぐことができる人、すなわち相続人は、
民法によって定められている。

□✓　�相続税額は、課税価格の計算、相続税の総額の計算、各人ごとの納付税額の計
算、これらのステップを経て算出する。

□✓　�贈与税の課税制度には、原則的な課税制度である「暦年課税」と、一定の要件
に該当する場合に選択することができる「相続時精算課税」がある。

□✓　�相続財産の評価は時価によることを基本としつつ、その評価方法は国税庁の「財
産評価基本通達」で細かく決められている。

第１章　相続の基礎知識

１　親族の範囲
民法は、６親等内の血族、配偶者、および３親等内の姻族を「親族」として規定してい
ます。
（1）血族

「血
けつ

族
ぞく

」には、血縁のある者（自然血族）と血縁と同視される者（法定血族）がありま
す。自然血族は、親子や兄弟姉妹などであり、法定血族は、養子縁組によって生じる養子
や養親などです。
（2）姻族

「姻
いん

族
ぞく

」とは、配偶者の血族、あるいは血族の配偶者のことをいいます。配偶者の一方
の血族と他方の血族（例えば、夫の両親と妻の両親）には姻族関係はありません。
（3）配偶者

「配偶者」とは、婚姻によって夫婦となった者の一方からみた他方のことをいいます。
夫からみれば妻が配偶者であり、妻からみれば夫が配偶者です。配偶者は血族でも姻族で
もなく、親等もありません。
（4）直系血族・傍系血族

例えば、父母と子、祖父母と孫のように、血統が直下する形に連絡する血族が「直系血
族」です。これに対して、血統が共同始祖によって連絡する血族が「傍系血族」です。例
えば、兄弟姉妹は父母を共同始祖とした傍系血族になります。
（5）尊属・卑属

父母や祖父母など自分より前の世代に属する者を「尊
そん

属
ぞく

」といいます。一方、子や孫な
ど後の世代に属する者を「卑

ひ

属
ぞく

」といいます。
２　親等
「親等」とは、親族関係の遠近を示す単位であり、一世代を単位とします。
直系血族間の親等は、両者間の世数を数えます（例えば、祖父母と孫は２親等になりま

す）。
傍系血族間の親等は、両者から共通の始祖に至る世数を合計します（例えば、兄弟姉妹

は２親等、叔父・叔母と甥・姪とは３親等になります）。
姻族の親等は、配偶者の血族に関しては、配偶者を基準として同様の方法で計算します

（例えば、配偶者の父母は１親等、配偶者の兄弟姉妹は２親等になります）。これは、配
偶者には親等がないためです。
　　　　　　　＜親族の範囲（一部を掲載）＞

祖
父
母

2
祖
父
母

2

父
母

1お
じ
・
お
ば

3

父
母

1 お
じ
・
お
ば

3
尊属

卑属

〈直系〉 〈傍系〉〈傍系〉

本
人

子

1

孫

2

配
偶
者

兄
弟
姉
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2
兄
弟
姉
妹

2

　　　　　　　　※　数字は親等を表します。
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