
－1－

実 技 試 験

☆☆☆解答に当たっての注意事項☆☆☆

・ 問題数は２０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、２０２０年４月１日現在施行の法

令等に基づいて解答してください。なお、東日本大震災の被災者等に対する各

種特例等については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】下記の設例に基づき、次の各問（問１）～（問１０）について解答しなさい。

＜設例＞

佐野孝史さんと妻の由美さんは、ともに民間企業に勤務する共働き夫婦であり、由美さんは現在、

育児休業中である。子どもが生まれたことから、孝史さんと由美さんは生命保険への加入と、マイ

ホームとしてマンションの購入を検討しているが、住宅ローンの返済や子どもの教育費について不

安を感じている。そこで、今後のライフプランやライフイベントなどについてＦＰで税理士でもあ

る北村さんに相談をすることにした。なお、下記のデータはいずれも２０２０年９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 備考

佐野 孝史 本人 １９８４年４月 ８日 ３６歳 会社員

   由美 妻 １９８７年８月１２日 ３３歳 会社員

   知也 長男 ２０２０年１月２０日 ０歳

［佐野家の年収（２０１９年分）］

・ 孝史さん：給与収入 ５５０万円（税込み）

・ 由美さん：給与収入 ３８０万円（税込み）

［職歴］

・ 孝史さん：大学卒業後、製薬会社に入社し、今日に至る。

・ 由美さん：大学卒業後、貿易商社に入社し、今日に至る。育児休業終了後、子どもを保育園に

預けて同じ会社で働き続ける予定である。

［住宅取得プラン］

・ 現在は賃貸マンションに居住している。

・ ２、３年後に物件価格４,０００万円程度のマンション（新築または中古）の購入を検討してい

る。

［保有金融資産（生命保険等を除く）］ 残高合計１,０００万円（時価）

名義 金融商品 残高

孝史さん

定期預金 ４２０万円

財形貯蓄 ９０万円

個人向け国債 ６０万円

由美さん
定期預金 ４００万円

米ドル外貨預金 ３０万円
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問１

孝史さんは、マンション購入に当たり、孝史さんの父から購入に係る資金の不足額を贈与により受け

取る予定である。そこで孝史さんは、マンション購入の資金計画についてＦＰの北村さんに相談をした。

下記＜資料＞に基づく資金計画とする場合、孝史さんが父から贈与により受け取る金額（必要最低額）

として、正しいものはどれか。なお、贈与税については考慮しないこととする。

＜資料＞

［費用］

・ マンションの物件価格は４,０００万円（消費税込み）とする。

・ 諸費用は上記物件価格の１０％とする。

［資金計画］

・ 孝史さんは、下記［住宅ローンの条件］より算出した額の住宅ローンを借り入れる。

・ 孝史さんは、預貯金から３００万円を負担する。

・ 由美さんは、預貯金から２００万円を負担する。

［住宅ローンの条件］

・ 借入条件は、金利年１.５％（全期間固定金利）、返済期間３５年（返済回数４２０回）、元利均

等返済、毎月返済のみ（ボーナス返済なし）とする。

・ 借入額は、年間元利合計返済額が、孝史さんの２０１９年分の給与収入（税込み）の２０％以

内となる最大額とする。

・ 借入額は下表を基に計算し、計算過程で端数が出る場合は円未満を四捨五入、借入額は１０万

円未満を切り捨てること。

［借入額１００万円当たりの毎月の元利合計返済額（元利均等返済）］

借入利率 １.０％ １.５％ ２.０％

返済期間２５年 ３,７６８円 ３,９９９円 ４,２３８円

返済期間３０年 ３,２１６円 ３,４５１円 ３,６９６円

返済期間３５年 ２,８２２円 ３,０６１円 ３,３１２円

※表の数値は正しいものとする。

１． ５１０万円

２． ９１０万円

３． １,１１０万円

４． １,２５０万円
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問２

孝史さんは、２０１７年３月から保有している個人向け国債（変動１０年、額面６０万円）を２０２０

年１月３１日にすべて中途換金した場合の受取金額についてＦＰの北村さんに質問をした。個人向け国

債の中途換金に関する流れを説明した下記の空欄（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。なお、計算過程および解答で円未満の端数が生じた場合は切り捨てること。

＜適用利率＞

利子計算期間 適用利率（年率・税引前）

２０１７年３月１６日～２０１７年９月１５日 ０.０６％

２０１７年９月１６日～２０１８年３月１５日 ０.０５％

２０１８年３月１６日～２０１８年９月１５日 ０.０６％

２０１８年９月１６日～２０１９年３月１５日 ０.０９％

２０１９年３月１６日～２０１９年９月１５日 ０.０５％

２０１９年９月１６日～２０２０年３月１５日 ０.０５％

中途換金する２０２０年１月３１日までの経過利子相当額は（ ア ）円である。なお、経過日数

は１３８日とする。

＊１年を３６５日とし、日割りにより計算すること。

中途換金の際に差し引かれる中途換金調整額は（ イ ）円である。

＊便宜的に、「直近２回分の利子（税引前）相当額×０.８（復興特別所得税は考慮しない）」とし

て計算すること。

＊利子の計算期間については、便宜的に、６／１２ヵ月として計算すること。

従って、中途換金による受取金額は、（ ウ ）円である。

＜語群＞

１１３     ２０５      ２６４

３３６     ３６０     ５４０

５９９,７７７   ５９９,９４１   ６００,１８０
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問３

由美さんは、会社員よりフリーランスの方が仕事と子育てを両立しやすいかもしれないと考え、退職

した場合、現在加入している企業型確定拠出年金がどうなるのかについてＦＰの北村さんに相談をした。

企業型確定拠出年金と個人型確定拠出年金（以下「ｉＤｅＣｏ」という）に関する次の記述の空欄

（ア）～（エ）に入る適切な語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。

・ 企業型確定拠出年金の資産をｉＤｅＣｏへ移換するには、原則として、加入者資格を喪失した

月の翌月から起算して（ ア ）以内に移換の手続きを行う必要がある。その期間内に手続き

を行わなかった場合、原則として、年金資産は自動的に（ イ ）へ移換される。

・ ｉＤｅＣｏへ移換後、国民年金の第１号被保険者となった場合、国民年金基金等に加入してい

なければ、年間の掛金額の上限額は（ ウ ）となる。第３号被保険者となった場合は、年間

の掛金額の上限額は（ エ ）となる。

１．（ア）４ヵ月 （イ）企業年金連合会   （ウ）６６０,０００円 （エ）１４４,０００円

２．（ア）６ヵ月 （イ）国民年金基金連合会 （ウ）８１６,０００円 （エ）２７６,０００円

３．（ア）４ヵ月 （イ）国民年金基金連合会 （ウ）６６０,０００円 （エ）２７６,０００円

４．（ア）６ヵ月 （イ）企業年金連合会   （ウ）８１６,０００円 （エ）１４４,０００円
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問４

孝史さんは、保険ショップで下記＜資料＞の収入保障保険を勧められた。この収入保障保険に関する

次の（ア）～（エ）の記述のうち、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。

なお、記載のない事項については一切考慮しないものとする。

＜資料／収入保障保険のパンフレット＞

○○○○生命

商品の特徴

■万が一のとき、年金を保険期間が終了するまで毎月受け取れます。（年金原価を一時金とし

てまとめて受け取ることもできます。）

■解約返戻金がない分、割安な保険料でご加入いただけます。

■当社の定める基準に適合する場合に、健康体料率特約により、「喫煙状況」や「健康状態」

などによって保険料が安くなるチャンスがあります。

■保険期間満了直前に万が一のことがあった場合でも、２年または５年の間、年金をお受け

取りいただけます。

■保険料の払込方法は、５年ごとに保険料が減少する逓減払込方式と、保険料が変わらない

平準払込方式からお選びいただけます。

商品名称

12回 12回 12回 12回 12回 12回12回

ご契約

▲

満了

▲

無配当

無解約返戻金型収入保障保険

基準年金月額
遺族年金

高度障害年金

保険期間＝保険料払込期間

年金支払期間

死亡・高度障害に該当

年金のお支払いには２年または５

年の最低保証期間があります。

（年金のお支払事由が生じた場合、その後の保険料はいただきません。）
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商品の概要

主な保障内容

＜遺族年金＞   亡くなられたとき

＜高度障害年金＞ 所定の高度障害状態に該当したとき

⇒ 遺族年金と高度障害年金は重複してお支払いしません。

保険期間 ４０歳～８０歳満了（ご契約年齢等によって異なります。）

解約返戻金 ありません

配当金 ありません

その他

契約年齢範囲 ２０歳～７０歳（保険料払込期間等により異なります。）

保険金額の範囲
基準年金月額５万円～（１万円刻み）

※年金原価３億円まで（ご契約年齢等により異なります。）

付加可能な

特約・特則

●逓減払込方式の契約に関する特則（最低保証期間２年の場合のみ）

●定期保険特約   ●災害死亡特約 ●リビング・ニーズ特約

●健康体料率特約  ●特定疾病診断保険料免除特約

●特定疾病収入保障特約（特定疾病診断保険料免除特約を付加した場合のみ）

●指定代理請求特約

特記事項

＜年金受取総額について＞

■年金は保険期間中毎月お受け取りいただけます。そのため、毎月の年金月額は変わりま

せんが、亡くなられた月（約款所定の高度障害状態になった月）によりお受け取りいた

だく期間と年金の総額が変わります。従って、保険期間の経過により、年金受取総額・

一括受取額は毎月減少していきます。

■万が一のときにお受け取りいただく毎月の年金は、雑所得として源泉徴収の対象となる

場合があります。このため、実際にお受け取りになる金額が少なくなる場合がありま

す。

＜逓減払込方式について＞

■保険料が、５年ごとにご加入時の保険料の５％相当額（＊）ずつ減少していく払込方式

です。保険期間満了直前５年間はご加入時の保険料の５０％相当額（＊）となります。

（ただし、保険料の下限は、保険期間を通じてご加入時の保険料の５０％相当額（＊）と

なります。）

＊５％相当額および５０％相当額は基準年金月額・経過年数などにより、それぞれ５％お

よび５０％より少なくなるまたは多くなる場合があります。
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（ア）保険期間中の毎月の年金月額は変わらないが、原則として、年金受取総額は保険期間の経過によ

り毎月減少する。

（イ）高度障害年金が支払われているときに被保険者が死亡した場合、遺族年金が上乗せして支払われ

る。

（ウ）年金の支払事由が発生しても、それ以降の保険料の支払いは必要である。

（エ）最低保証期間５年の場合、保険料の払込みを逓減払込方式にすることはできない。

問５

孝史さんは、将来マンションを購入した場合、地震保険を契約することを考えており、ＦＰの北村さ

んに相談をした。北村さんが説明した地震保険に関する次の（ア）～（エ）の記述のうち、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。

（ア）「地震保険は火災保険にセットして契約する必要があり、火災保険の保険期間の中途で地震保険

を契約することはできません。」

（イ）「地震保険の保険金額は、居住用建物・家財ごとに火災保険の保険金額の３０～５０％の範囲内

で設定することとされており、その限度額は、居住用建物は５,０００万円、家財は１,０００万

円です。」

（ウ）「損害の程度が『小半損』と判定されたとき、支払われる保険金の額は、地震保険金額の２０％

（時価額の２０％が限度）です。」

（エ）「地震保険料控除の年間の控除限度額は、所得税では５０,０００円、住民税では２５,０００円

です。」

問６

ＦＰが業務を行うに当たって、理解しておくべき法律の一つに消費者契約法がある。消費者契約法は、

情報などに格差のある消費者と事業者の間の契約全般に適用される消費者保護を目的とした法律で、事

業者の一定の行為により消費者が誤認または困惑した場合、契約の申込みまたはその承諾の意思表示を

取り消すことができるようにしている。また、消費者の利益を不当に害する一定の契約条項は無効とさ

れる。①消費者契約法における消費者の範囲、②契約の取消しの事由となる事業者の行為、③無効とな

る契約条項について、合わせて３００字程度で述べなさい。



－9－ １級 実技試験(資産設計提案業務・2020.9.13)

問７

由美さんの叔父（以下「被相続人」という）は、２０２０年６月１３日に死亡した。被相続人の相続

人等関係図、債務および葬式等に要した費用に関連する事項は下記のとおりである。被相続人の相続に

係る相続人等の相続税の課税価格の計算上、債務控除をすることができる金額の合計額として、正しい

ものはどれか。なお、被相続人の配偶者、長女および長男は、いずれも負担した債務および葬式等に要

した費用の金額を超える価額の財産を相続または遺贈により取得している。また、債務控除をすること

ができる金額は、相続税の課税価格が最も少なくなるように計算するものとする。

＜相続人等関係図＞

※長女は、被相続人の相続について、相続の放棄をしているが、特定遺贈により財産を取得してい

る。

［債務および葬式等に要した費用に関連する事項］

内容 金額 負担者 備考

借入金 ５０万円 配偶者
被相続人名義の自動車に係る借入金で、

債務者は被相続人である。

自宅に係る固定資産税 ３０万円 長男
２０２０年度の被相続人名義の自宅に係

る固定資産税の未払分である。

別荘に係る固定資産税 １０万円 長女
２０２０年度の被相続人名義の別荘に係

る固定資産税の未払分である。

遺言執行費用 ２０万円 長女
遺言執行者として遺言に指定されていた

弁護士に支払った報酬である。

通夜・葬式費用

１００万円 配偶者
通常の費用で、その合計額を配偶者、長

女、長男で３等分して各自が負担した。
１００万円 長女

１００万円 長男

１． ２８０万円

２． ３８０万円

３． ３９０万円

４． ４１０万円

被相続人 長女（相続放棄）

長男配偶者
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問８

孝史さんの父は、下記＜資料＞の土地およびその土地上にある建物を所有し、建物については貸家と

して第三者に適正な家賃で貸している。将来の相続のことを考えて、孝史さんは、ＦＰで税理士でもあ

る北村さんにこの土地の相続税評価額の試算を依頼した。孝史さんの父の相続に係るこの土地の相続税

評価額として、正しいものはどれか。なお、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特

例」については考慮しないものとする。

＜資料＞

・ 奥行価格補正率 １.００

・ 借地権割合  ７０％

・ 借家権割合  ３０％

・ 賃貸割合  １００％

・ その他の記載のない条件については一切考慮しないものとする。

１． １,５００万円

２． ３,５００万円

３． ３,９５０万円

４． ５,０００万円

土地 ２５０ｍ2

２００Ｃ

建物
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問９

由美さんは現在、育児休業中であり、孝史さんも育児休業を取得することを検討している。２人はそ

の場合、雇用保険の育児休業給付金を受給するつもりであるが、今のうちに制度をより理解しておきた

いと思い、ＦＰの北村さんに質問をした。北村さんが説明のために提示した、下記＜資料＞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＞

［育児休業給付金の給付率と支給期間のイメージ］

※「パパ・ママ育休プラス制度」による最長期間、育児休業をしたものとする。

※子が１歳６ヵ月または２歳に達するまでの支給対象期間の延長には該当しないものとする。

※給付率は、休業開始時賃金に対する育児休業給付金の支給額の比率。

（出所）厚生労働省のパンフレットに基づき作成

＜語群＞

１． １５０日    ２． １８０日    ３． ２１０日

４． ６７％     ５． ７５％     ６． ８０％

７． １歳２ヵ月   ８． １歳３ヵ月   ９． １歳４ヵ月

出産 育児休業開始 子１歳 子（ ウ )

母親 産後休業期間 給付率（ イ ）
給付率５０％

父親 就業 給付率（ イ ）
給付率５０％

（ ア ）

（ ア ）８週間

育児休業開始

▼

▲

▼ ▼▼
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問１０

由美さんは知也くんが誕生したこともあり、孝史さんに万一のことがあった場合のことを心配してい

る。仮に、孝史さんが厚生年金保険加入中に死亡した場合、死亡時点において由美さんに支給される遺

族厚生年金と遺族基礎年金の額の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、孝史さんの公的年金

加入歴および年金額の計算式は、下記＜資料＞に基づくものとする。また、記載のない遺族年金の支給

要件はすべて満たされているものとする。

＜資料＞

［孝史さんの公的年金加入歴］

［遺族厚生年金］

・ 年金額＝（①＋②）×３／４

① ２００３年３月以前の被保険者期間分

平均標準報酬月額×７.１２５／１０００×２００３年３月以前の被保険者期間の月数

② ２００３年４月以後の被保険者期間分

平均標準報酬額×５.４８１／１０００×２００３年４月以後の被保険者期間の月数

※被保険者期間の月数が３００月未満の場合は、３００月とみなして計算する。

※年金額の計算に当たっては、計算過程および解答ともに円未満を四捨五入するものとする。

・ 中高齢寡婦加算額：５８６,３００円

［遺族基礎年金］

・ 年金額：７８１,７００円

・ 子の加算額：第１子および第２子 １人当たり２２４,９００円

第３子以降 １人当たり ７５,０００円

１．遺族厚生年金 ６２４,８３４円 遺族基礎年金  ７８１,７００円

２．遺族厚生年金 ６２４,８３４円  遺族基礎年金 １,００６,６００円

３．遺族厚生年金 ４６８,６２６円  遺族基礎年金  ７８１,７００円

４．遺族厚生年金 ４６８,６２６円  遺族基礎年金 １,００６,６００円

厚生年金保険被保険者期間１６１月
平均標準報酬額３８万円

国民年金第１号被保険者
学生納付特例期間３６月

▼

２０歳
２００４年４月

▼

死亡
２０２０年９月

▼

現在の会社に入社
２００７年４月
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【第２問】下記の設例に基づき、次の各問（問１１）～（問２０）について解答しなさい。

＜設例＞

大下清さんは、勤務する会社での役職定年（５６歳到達時点）を控え、これからの具体的な生活設

計などについて、ＦＰで税理士でもある有馬さんに相談をすることにした。なお、下記のデータは

いずれも２０２０年９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 備考

大下 清 本人 １９６５年７月１８日 ５５歳 会社員

   洋子 妻 １９６７年４月２６日 ５３歳 パートタイマー

   優 長男 １９９５年５月１８日 ２５歳 会社員・同居

   京子 長女 ２０００年８月２０日 ２０歳 大学生・同居

   和江 母 １９４０年６月１９日 ８０歳 無職・別居

［大下家の状況］

・ 清さんは、大学卒業後、現在勤務している会社に入社し、今日に至る。

・ 洋子さんは、短大卒業後、数年間会社員として勤務し、その後、清さんと結婚して、結婚を機

に退職した。現在はパートタイマーとして収入を得ている。

・ 和江さんは、夫の雄二さんが２０１５年に死亡した後、相続した自宅（土地・建物は和江さん

名義）で、ひとり暮らしをしている。

・ 洋子さんの両親は、遠隔地に住んでいるが、現在は健康で問題なく暮らしている。

［大下家の年収（２０１９年分）］

・ 清さん：給与収入８００万円（税込み）

※役職定年後は給与収入５００万円（税込み）となる予定

・ 洋子さん：パート収入１０８万円（税込み）

［住宅および住宅ローンの状況］

・ 住宅：持ち家（一戸建て）、時価２,８００万円（土地・建物）

・ 住宅ローン：残債１,４００万円（債務者は清さん、団体信用生命保険付き）

［その他の負債の状況］

・ なし
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［生命保険の加入状況］

保険種類
保険契約者

（保険料負担者）
被保険者 死亡保険金受取人

解約返戻金抑制型医療保険 清さん 清さん －

定期保険特約付終身保険 清さん 清さん 洋子さん

［保有金融資産（生命保険等を除く）］ 残高合計９００万円（時価）

名義 商品種類 残高

清さん

普通預金 １３０万円

定期預金 ４２０万円

国内公募追加型株式投資信託 ２３０万円

洋子さん
普通預金 ４０万円

定期預金 ８０万円
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問１１

清さんが特定口座（源泉徴収選択口座）で保有する国内公募追加型株式投資信託のひとつ（保有口

数：８８万口）が２０２０年９月中に決算（年１回）を迎え、収益分配金が支払われることになった。

決算日の基準価額等が下記＜資料＞のとおりである場合、清さんが受け取る税引後の分配金の金額（所

得税および住民税を控除した後の金額）として、正しいものはどれか。なお、復興特別所得税について

は考慮しないものとし、税額の計算過程で端数が生じた場合は円未満を切り捨てること。

＜資料＞

※＜資料＞に記載されている金額は、１万口当たりの金額である。

１． １７６,０００円

２． １６２,０９６円

３． １５４,７０４円

４． １４０,８００円

収益分配金

２,０００円

収益分配金落ち前の基準価額

収益分配金落ち後の基準価額

清さんの個別元本

１２,８１２円

１２,０２２円

１０,８１２円
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問１２

優さんは、将来の資産形成のため、株式投資について勉強することにした。株式の評価尺度に関する

下記＜資料＞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＞

・ ＰＥＲ（株価収益率）は、株価が（ ア ）の何倍まで買われているのかを見る指標であり、

株価の割高・割安を判断するために用いられる。

・ 純資産が自己資本と同額の場合、自己資本を１００億円、発行済株式総数を５,０００万株、株

価が２００円とすると、ＰＢＲ（株価純資産倍率）は（ イ ）となる。

・ ＲＯＥ（自己資本当期利益率）は、経営の効率性を判断する指標であり、純資産が自己資本と

同額の場合、ＰＥＲを４０倍、ＰＢＲを１.６倍とすると、ＲＯＥは（ ウ ）となる。

＜語群＞

１． １株当たり純資産   ２． １株当たり税引後利益   ３． １株当たり配当

４． １.０倍       ５． ２.０倍         ６． ２５.０倍

７． ４％         ８． ２５％          ９． ６４％
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問１３

洋子さんの両親の自宅（持ち家）の土地は、近隣商業地域と準住居地域にまたがる土地である。洋子

さんの両親は、将来を見据えて長男（洋子さんの兄）家族との二世帯住宅に建て替えることを検討して

いる。建築基準法に従い、この土地（下記＜資料＞参照）に建築できる建物の延べ面積の最高限度を計

算し、解答欄に記入しなさい。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。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容積率］

近隣商業地域 ４０／１０

準住居地域  ２０／１０

※この土地は、前面道路幅員による容積率の制限に係る特定行政庁の指定した区域ではない。

１０ｍ

１２ｍ８ｍ

幅員６ｍ市道

準住居地域

８０ｍ2

近隣商業地域

１２０ｍ2

幅員４ｍ市道

敷地面積合計 ２００ｍ2

建物
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問１４

清さんは、現在自分が加入している生命保険（下記＜資料＞参照）の保障内容を確認することにした。

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

続しており、かつ、特約はすべて更新しており、清さんは＜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、免責事項に該当する事由はなく、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。

・ 清さんが２０２０年１０月に初めてガン（悪性新生物）と診断され、８日間継続して入院し、

その間に約款所定の手術（給付倍率４０倍）を受けた場合、支払われる保険金・給付金の合計

は（ ア ）万円である。

・ 清さんが２０２０年１０月に糖尿病で１３日間入院した場合（手術は受けていない）、支払われ

る保険金・給付金の合計は（ イ ）万円である。

・ 清さんが２０２０年１０月に交通事故により４日間入院し（手術は受けていない）、その後死亡

した場合、支払われる保険金・給付金の合計は（ ウ ）万円である。

＜資料１／保険証券＞

保険種類：解約返戻金抑制型医療保険（終身型）＜無配当＞

保険証券記号番号 ○○○－△△△△

契約日：２０１４年１２月１日

払込保険料合計：×,×××円

払込方法：月払い、口座振替

主契約の保険期間：終身

主契約の保険料払込期間：終身

特約の保険期間：終身

特約の保険料払込期間：終身

（ご契約者）  大下 清 様

（被保険者）  大下 清 様

（給付金受取人）大下 清 様

（年齢・性別） ４９歳・男性

ご契約明細 保険金・給付金名称 主なお支払事由など
解約返戻金抑制型
医療保険（終身型）

疾病入院給付金 疾病およびケガにより１日以上入院したとき
・ 入院５日目まで 一律５万円
・ 入院６日目以降 入院１日につき１万円
※支払限度：１回の入院で６０日、通算１,０９５日

手術給付金 疾病または不慮の事故により所定の手術を受けたとき
・ 入院中の手術 １０万円
・ 外来での手術 ５万円
※支払限度：なし

３大疾病入院一時金
特約

３大疾病入院一時金 ガン（悪性新生物）、急性心筋梗塞、脳卒中のいずれか
の疾病を直接の原因とし、その治療を目的として入院を
開始したとき
・ ３大疾病入院一時金 ２００万円

先進医療特約 先進医療給付金 所定の先進医療による療養を受けたとき
・ 先進医療の技術料と同額（通算２,０００万円限度）
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＜資料２／保険証券＞

保険種類 定期保険特約付終身保険 保険証券記号番号 □□□－△△△△

保険契約者 大下 清 様 ご印鑑

◯大下

契約日：１９９５年１２月１日
主契約の保険期間：終身
主契約の保険料払込期間：６０歳払込満了
保険料払込方法：年１２回
保険料払込期月：毎月
社員配当金支払方法：積立配当方式
保険料：××,×××円

被保険者
大下 清 様
契約年齢 ３０歳 男性

１９６５年７月１８日生

死亡保険金受取人 大下 洋子 様（妻）
受取割合

１００％

■ご契約内容
主契約の内容 保険期間 保険金額

終身保険 終身 保険金額        ３００万円
特約の内容 保険期間 保険金額・給付金額

定期保険特約 １０年
（更新型）

保険金額       １,０００万円
◇死亡のとき、死亡保険金を支払います。
◇所定の高度障害状態のとき、高度障害保険金を支払います。

３大疾病保障定期
保険特約

１０年
（更新型）

保険金額        １００万円
◇所定の３大疾病（ガン（悪性新生物）、急性心筋梗塞、脳卒中）になっ

たとき、３大疾病保険金を支払います。
◇死亡のとき、死亡保険金を支払います。
◇所定の高度障害状態のとき、高度障害保険金を支払います。

傷害特約
（本人・妻型）

１０年
（更新型）

保険金額        ５００万円
◇不慮の事故や所定の感染症で死亡したとき、災害死亡保険金を支払い

ます。
◇不慮の事故や所定の感染症で所定の高度障害状態のとき、障害給付金

を支払います。
◇妻の場合は、本人の６割の災害死亡保険金・障害給付金になります。

災害入院特約
（本人・妻型）

６０歳 日額          ５,０００円
◇不慮の事故で５日以上継続入院のとき、入院開始日からその日を含め

て５日目から災害入院給付金を支払います。
◇同一事由の１回の災害入院給付金支払い限度は１２０日、通算して

７００日となります。
◇妻の場合は、本人の６割の日額になります。

成人病入院医療特約 １０年
（更新型）

日額          ５,０００円
◇所定の成人病（ガン（悪性新生物）、糖尿病等）で５日以上継続入院し

たとき、入院開始日からその日を含めて５日目から成人病入院給付金
を支払います。

◇同一事由の１回の成人病入院給付金支払い限度は１２０日、通算して
７００日となります。

手術給付金付入院医療
特約（本人・妻型）

１０年
（更新型）

日額          ５,０００円
◇病気で５日以上継続入院したとき、入院開始日からその日を含めて５

日目から疾病入院給付金を支払います。
◇病気や不慮の事故で所定の手術を受けたとき、手術の種類に応じて手

術給付金（入院給付金日額の１０倍・２０倍・４０倍）を支払いま
す。

◇妻の場合は、本人の６割の日額になります。

ガン入院特約
（本人・妻型）

１０年
（更新型）

日額          ５,０００円
◇ガン（悪性新生物）で５日以上継続入院したとき、入院開始日からそ

の日を含めて５日目からガン入院給付金を支払います。
◇妻の場合は、本人の６割の日額になります。

リビング・ニーズ特約 － ◇余命６ヵ月以内と判断されたとき、死亡保険金の範囲内かつ同一被保
険者を通算して３,０００万円を限度に保険金を請求することができま
す。なお、傷害特約は、この特約による保険金の支払い対象となりま
せん。



－22－１級 実技試験(資産設計提案業務・2020.9.13)

問１５

京子さんは、友人と海外旅行に行くことになり、下記＜資料＞の海外旅行傷害保険を検討しているが、

どのような場合に保険金が支払われるのかよく分からず、ＦＰの有馬さんに相談をした。有馬さんが説

明したこの海外旅行傷害保険の保険金の支払いに関する次の（ア）～（エ）の記述のうち、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。なお、記載のない事項については考慮しない

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＞

［海外旅行傷害保険の概要］

契約者・記名被保険者：大下京子さん

保険期間：２０２０年１０月２０日～２０２０年１０月２４日

主な旅行先：ハワイ

旅行目的：観光

補償内容：傷害死亡保険金、疾病死亡保険金、傷害治療費用保険金、疾病治療費用保険金、携行

品損害保険金、賠償責任保険金が担保されている。

（ア）「京子さんが２０２０年１０月２０日、ハワイ旅行出発前に近所で買い物を済ませ、自転車で自

宅へ戻る途中に歩行者と接触してケガをさせてしまい、法律上の損害賠償責任を負った場合、賠

償責任保険金の支払い対象となります。」

（イ）「京子さんが旅行中に、旅行先のハワイで交通事故に遭い、ハワイの病院に入院し医師の治療を

受けた場合、傷害治療費用保険金の支払い対象となります。」

（ウ）「京子さんが旅行中に、旅行先のハワイのホテルで腕時計を紛失した場合、携行品損害保険金の

支払い対象となります。」

（エ）「京子さんが旅行中に、旅行先のハワイで急性虫垂炎になり、ハワイの病院に入院し医師の治療

を受けた場合、疾病治療費用保険金の支払い対象となります。」



－23－ １級 実技試験(資産設計提案業務・2020.9.13)

問１６

洋子さんの叔父である山本さんは、以前よりマンション２棟を所有し、その全室を賃貸の用に供して

いる。山本さんが２０２０年中に賃借人から受け取った家賃等の金額が下記＜資料＞のとおりである場

合、山本さんの２０２０年中の不動産所得の金額の計算上、総収入金額に算入すべき金額として、正し

いものはどれか。なお、賃料等の収入時期については、所得税の原則的な取扱いにより計上するものと

する。また、山本さんは下記＜資料＞に記載した家賃等以外には、不動産所得の総収入金額に算入すべ

き金額はない。

＜資料＞

物件名
受け取った家賃

の金額（注１）

前年末における

未収金額（注１）

当年末における

未収金額（注１）
備考

マンションＡ ７３２万円 ２４万円 １２万円 （注２）

マンションＢ ９３４万円 ０円 １０万円 （注３）

（注１）賃借人とはすべて建物賃貸借契約を締結しており、その契約において家賃の支払日が定め

られている。未収金額とは、前年または当年の年末までに支払日の到来した家賃のうち、

それぞれの年末において未収となっているものをいう。

（注２）前年末における未収金額２４万円については、２０２０年中にすべて回収されており、受

け取った家賃の金額７３２万円の中に含まれている。

（注３）受け取った家賃の金額のほかに、当年の契約開始に係る敷金２０万円（退去時に全額返還

を要する）および礼金９万円（全額返還を要しない）の入金があった。

１． １,６５１万円

２． １,６６４万円

３． １,６７３万円

４． １,６９７万円



－24－１級 実技試験(資産設計提案業務・2020.9.13)

問１７

清さんの叔父の隆一さんは、２０２０年１月より老人ホームに入居したことから、ひとり暮らしをし

ていた自己所有の自宅を売却した。売却の内容等が下記＜資料＞のとおりである場合、隆一さんの自宅

の売却に係る所得税および住民税の金額として、正しいものはどれか。なお、解答に当たっては、所得

税および住民税が最も少なくなる方法で計算し、復興特別所得税、住民税の均等割および調整控除につ

いては考慮しないものとする。

＜資料＞

・ 譲渡年月 ２０２０年８月

・ 譲渡価額 ８２,５００,０００円（土地および建物の合計金額）

・ 譲渡費用 ３,０００,０００円

・ 取得年月 １９７４年６月

・ 取得費 土地 ３７,５００,０００円

建物   ６００,０００円（償却費相当額を控除した後の金額）

・ 売却する土地および建物について、「居住用財産を譲渡した場合の３,０００万円特別控除」お

よび「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例（軽減税率の特例）」の適用を受

ける要件を満たしている。

・ 譲渡費用は譲渡年において、現金で支払ったものである。

・ 所得控除、概算取得費、その他記載のない事項については考慮しない。

１． １,１４０,０００円

２． １,５９６,０００円

３． ２,２８０,０００円

４． ５,７９６,０００円



－25－ １級 実技試験(資産設計提案業務・2020.9.13)

問１８

現在の清さんの親族関係図は下記のとおりである。仮に、和江さんの相続が開始した場合、和江さん

の相続に係るＤさん（修さんの三男）の民法上の法定相続分として、正しいものはどれか。

＜親族関係図＞

１． １／３

２． ５／１６

３． １／４

４． １／１２

洋子

京子

優
清

配偶者

修（すでに死亡）

Ｄ（修さんの三男）

Ａ（修さんの長男）

昭子

Ｃ（修さんの二男）

Ｂ（修さんの長女）

Ｄ（普通養子）

和江

雄二（すでに死亡）



－26－１級 実技試験(資産設計提案業務・2020.9.13)

問１９

清さんは現在、全国健康保険協会管掌健康保険（以下「協会けんぽ」という）の被保険者であるが、

会社を退職した後は、任意継続被保険者になることを検討している。協会けんぽの任意継続被保険者に

関する下記＜資料＞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。

＜資料＞

［任意継続被保険者制度］

会社などを退職して被保険者の資格を喪失したときは、次の１および２の要件を満たしている場合、

ご本人の希望により継続して被保険者となることができます。

１．資格喪失日の前日（退職日）までに継続して（ ア ）以上の被保険者期間があること

２．原則として、資格喪失日から（ イ ）以内に、「任意継続被保険者資格取得申出書」を提

出すること

任意継続被保険者として加入できる期間は、（ ウ ）です。

保険料は、退職等されたときの標準報酬月額（上限は３０万円）によって決定されます。事業所に

勤務されていたときは、被保険者と事業主の折半で保険料を負担していましたが、任意継続被保険

者の保険料は、全額自己負担となります。

（出所）協会けんぽホームページ掲載の資料に基づき作成

＜語群＞

１． ２ヵ月   ２． ６ヵ月   ３． ８ヵ月

４． ７日    ５． １４日   ６． ２０日

７． １年    ８． ２年    ９． ３年



－27終－ １級 実技試験(資産設計提案業務・2020.9.13)

問２０

清さんは大学を卒業して現在の会社に就職し、継続して厚生年金保険に加入している。下記＜資料＞

に基づき、清さんが受け取ることができる老齢厚生年金の報酬比例部分の額として、正しいものはどれ

か。

＜資料＞

［清さんの厚生年金保険加入歴］

［老齢厚生年金の報酬比例部分＝①＋②］

① ２００３年３月以前の被保険者期間分

平均標準報酬月額×７.１２５／１０００×２００３年３月以前の被保険者期間の月数

② ２００３年４月以後の被保険者期間分

平均標準報酬額×５.４８１／１０００×２００３年４月以後の被保険者期間の月数

※年金額の計算に当たっては、計算過程および解答ともに円未満を四捨五入するものとする。

※老齢厚生年金の繰上げ受給および繰下げ受給は行わないものとする。

※上記以外に、厚生年金保険被保険者期間はないものとする。

１． １,１７８,９３６円

２． １,１９２,２５３円

３． １,２８０,８９４円

４． １,４６０,９１２円

▼

２００３年

４月
▼

退職

２０３０年

７月
▼

就職

１９８８年

４月

被保険者期間１８０月

平均標準報酬月額３０万円

被保険者期間３２７月

平均標準報酬額５０万円


