
1級 学科試験
＜応用編＞

◆

◆

2023年１月22日（日）

13：30～16：00（150分）

１．受検する種目の問題用紙と解答用紙が正しく配付されているかどうかを確認し、
誤った用紙が配付されている場合は挙手してください。「問題用紙左上部の種目
の略称」と「解答用紙左上部の種目の略称」の一致を確認してください。

２．本試験の出題形式は、記述式等５題（15問）です。
３．筆記用具、計算機（プログラム電卓等を除く）の持込みが認められています。
４．試験問題については、特に指示のない限り、2022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。

５．試験時間中は、乱丁・落丁、印刷不鮮明に関する質問以外はお受けできません。
６．不正行為があったときは、すべての解答が無効になります。
７．解答用紙の注意事項を必ずお読みください。
８．その他、試験監督者の指示に従ってください。
《退出時の注意事項》▲

試験開始後60分経過した時点で退出できます。退出をする場合には、試験監督者
に解答用紙を必ず手渡してください。問題用紙はお持ち帰りください。▲

試験終了時間10分前からは退出できません。試験終了後、試験監督者が解答用紙
を回収しますので、着席したままお待ちください。

ファイナンシャル･プランニング技能検定
2022年度　１月実施

実 施 日

試験時間

F11FP 1級 応用

* 1 9 F 1 1 2 0 5 *

厚生労働大臣指定試験機関　一般社団法人 金融財政事情研究会
〒160-8529　東京都新宿区荒木町2-3　TEL 03-3358-0771

○この試験の模範解答は、本日午後５時 30分以降、 当会のホームページに掲載します。
　（http://www2.kinzai.or.jp/answer/） 
※当会トップページからのリンクは混雑のためつながりにくくなります。上記のURLに直接アクセスしてください。
○３月２日（予定）に合否通知書を発送します（到着までに１週間程度を要することがあります）。
　また、 当会のホームページ（https://kentei.kinzai.or.jp/announce/） 、 またはスマートフォン向けページ
　（https://kentei.kinzai.or.jp/announcem/）で、受検番号の入力により合否を確認できます。

無断転載・複製禁止

★　注　意　★
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 解答にあたっての注意  

１． 試験問題については、特に指示のない限り、2022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。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。 

２． 応用編の問題は、【第１問】から【第５問】まであります。 

３． 各問の問題番号は、「基礎編」（50問）からの通し番号になっていま

す。 

４． 解答にあたっては、各設例および各問に記載された条件・指示に従

うものとし、それ以外については考慮しないものとします。 

５． 解答は、解答用紙に記入してください。その際、漢字は楷書で、数

字は算用数字で明瞭に記入してください。 

 

 

  



 －2－〈ファイナンシャル・プランニング技能検定〉 

【第１問】 次の設例に基づいて、下記の各問（《問51》～《問53》）に答えなさい。 

《設 例》

Ｘ株式会社に勤務するＡさん（54歳）は、妻Ｂさん（49歳）、長男Ｃさん（19歳）

および二男Ｄさん（16歳）との４人暮らしである。 

Ａさんは、昨年同僚が病気により長期入院したことから、自分が疾病等により入

院した場合の健康保険の給付や、自分に万一のことがあった場合の公的年金制度の

遺族給付について知りたいと思っている。 

そこで、Ａさんは、ファイナンシャル・プランナーのＭさんに相談することにし

た。Ａさんの家族に関する資料は、以下のとおりである。 
 

〈Ａさんの家族に関する資料〉 

(1) Ａさん（本人） 

・1968年４月25日生まれ 

・公的年金の加入歴 

1988年４月から1991年３月までの大学生であった期間（36月）は、国民年金

に任意加入していない。 

1991年４月から現在に至るまで厚生年金保険の被保険者である（厚生年金基

金の加入期間はない）。 

・全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である。 

(2) Ｂさん（妻） 

・1973年４月９日生まれ 

・公的年金の加入歴 

1993年４月から1996年３月までの大学生であった期間（36月）は、国民年金

の第１号被保険者として保険料を納付している（付加保険料は納付していな

い）。 

1996年４月から2001年12月まで厚生年金保険の被保険者である（厚生年金基

金の加入期間はない）。 

2002年１月から現在に至るまで国民年金の第３号被保険者である。 

・Ａさんが加入する健康保険の被扶養者である。 

 （3）Ｃさん（長男） 

・2003年３月５日生まれ 

 （4）Ｄさん（二男） 

・2006年５月10日生まれ 
 
※妻Ｂさん、長男Ｃさんおよび二男Ｄさんは、Ａさんと同居し、Ａさんと生計維

持関係にあるものとする。 

※家族全員、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当

する障害の状態にないものとする。 

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。 



 －3－ 〈2023.1 １級・学科（応用）〉

《問51》 Ｍさんは、Ａさんに対して、健康保険の療養の給付と保険外併用療養費について

説明した。Ｍさんが説明した以下の文章の空欄①～⑤に入る も適切な語句または

数値を、解答用紙に記入しなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は

「□□□」で示してある。 
 

「健康保険の被保険者が業務災害・通勤災害以外の事由により病気やケガをした

ときは、健康保険の療養の給付を受けることができます。70歳未満の被保険者の

場合、原則として、医療費の（ ① ）割を一部負担金として保険医療機関等の窓

口で支払います。 

 健康保険では、保険が適用されない診療を受けると、原則として、保険が適用

される診療も含めて、医療費の全額が自己負担となります。ただし、保険外診療

を受ける場合であっても、（ ② ）、（ ③ ）、□□□については、保険診療との

併用が認められており、通常の治療と共通する部分（診察・検査・投薬・入院料

等）の費用は、一般の保険診療と同様に扱われ、その部分については一部負担金相

当額を支払うこととなり、残りの額は保険外併用療養費として健康保険から給付

が行われます。 

なお、（ ② ）とは、厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その

他の療養であって、療養の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正

な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養（□□□を除

く）として厚生労働大臣が定めるものとされており、先進医療や治験に係る診療

等が該当します。また、（ ③ ）とは、被保険者の選定に係る特別の病室の提供

その他の厚生労働大臣が定める療養とされており、一般病床数（ ④ ）床以上の

地域医療支援病院で紹介状なしに初診を受けた場合等が該当します。 

仮に、70歳未満の被保険者が（ ② ）を受け、医療費が100万円で、その内訳

が先進医療に係る費用が30万円と通常の治療と共通する部分に係る費用が70万円

であった場合、保険外併用療養費として支給される金額は（ ⑤ ）万円となりま

す」 

 



 －4－〈ファイナンシャル・プランニング技能検定〉 

《問52》 Ｍさんは、Ａさんに対して、健康保険の高額療養費について説明した。Ｍさんが

説明した以下の文章の空欄①～④に入る も適切な語句または数値を、解答用紙に

記入しなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示して

ある。 
 

「健康保険の被保険者が、同一月内に、保険医療機関等で診療を受けて支払った

一部負担金等の合計が当該被保険者に係る自己負担限度額（高額療養費算定基準

額）を超えた場合、所定の手続により、その超えた金額が高額療養費として支給さ

れます。この一部負担金等の合計には、差額ベッド代、食事代、保険適用となって

いない医療行為等に係る費用は含みません。１回分の一部負担金等では上限額を

超えない場合でも、複数回の診療や同じ世帯にいる被扶養者の診療について、70

歳未満の者は、それぞれ支払った一部負担金等が（ ① ）円以上である場合は、

１カ月単位で合算することができます。また、過去12カ月以内に複数回、高額療養

費が支給されると、（ ② ）回目から自己負担限度額が軽減される仕組みがあり

ます。 

なお、事前に保険者から限度額適用認定証の交付を受け、保険医療機関の窓口

に限度額適用認定証と被保険者証を提示すると、一保険医療機関の窓口で支払う

同一月内の一部負担金等は自己負担限度額までになります。また、一定の保険医

療機関において（ ③ ）を被保険者証として利用した場合、限度額適用認定証

がなくても窓口で支払う一部負担金等は自己負担限度額までになります。 

 仮に、Ａさんが2023年２月中に病気による入院で療養の給付を受けて総医療費

が100万円となり、限度額適用認定証を提示して、初めて高額療養費の支給を受け

る場合、Ａさんの所得区分が下記〈資料〉の区分イに該当するときは、保険医療機

関に一部負担金等のうち□□□円を支払えばよく、実際の一部負担金等との差額

（ ④ ）円が現物給付されることになります」 
 

〈資料〉高額療養費の自己負担限度額（70歳未満、月額、一部抜粋） 

 所得区分  自己負担限度額 多数回該当 

①区分ア 

（標準報酬月額83万円以上） 
 252,600 円＋(総医療費－842,000 円)×１％ 140,100 円 

②区分イ 

（標準報酬月額53万～79万円） 
 167,400 円＋(総医療費－558,000 円)×１％ 93,000 円 

③区分ウ 

（標準報酬月額28万～50万円） 
80,100 円＋(総医療費－267,000 円)×１％ 44,400 円 

④区分エ 

（標準報酬月額26万円以下） 
 57,600 円 44,400 円 



 －5－ 〈2023.1 １級・学科（応用）〉

《問53》 Ａさんが現時点（2023年１月22日）で死亡し、妻Ｂさんが遺族基礎年金、遺族厚

生年金および遺族年金生活者支援給付金の受給権を取得した場合、Ａさんの死亡時

における妻Ｂさんに係る遺族給付について、下記の〈条件〉に基づき、次の①～③

に答えなさい。〔計算過程〕を示し、〈答〉は円単位とすること。また、年金額の端数

処理は、円未満を四捨五入すること。 

  なお、年金額および給付金の額は年額とし、2022年度価額に基づいて計算するも

のとする。 
 

①  遺族基礎年金の年金額はいくらか。 

②  遺族厚生年金の年金額（本来水準による価額）はいくらか。 

③  遺族年金生活者支援給付金の額（年額）はいくらか。 
 

〈条件〉 

(1) 厚生年金保険の被保険者期間 

・総報酬制導入前の被保険者期間 ： 144月 

・総報酬制導入後の被保険者期間 ： 237月 

(2) 平均標準報酬月額および平均標準報酬額（2022年度再評価率による額） 

・総報酬制導入前の平均標準報酬月額 ： 300,000円 

・総報酬制導入後の平均標準報酬額  ： 530,000円 

(3) 報酬比例部分の給付乗率 

・総報酬制導入前の乗率 ： 1,000分の7.125 

・総報酬制導入後の乗率 ： 1,000分の5.481 

(4) 中高齢寡婦加算額 

583,400円（要件を満たしている場合のみ加算すること） 

 

  



 －6－〈ファイナンシャル・プランニング技能検定〉 

【第２問】 次の設例に基づいて、下記の各問（《問 54》～《問 56》）に答えなさい。 

《設 例》

Ａさん（42歳）は、将来に向けた資産形成のため、上場株式と外国債券へ投資す

る予定である。上場株式については、東京証券取引所に上場している同業種のＸ社

およびＹ社に興味を持ち、決算短信から作成した下記の〈財務データ等〉を参考に

して投資判断をしたいと考えている。外国債券については、為替レートと利率等を

勘案して米ドル建債券に投資するつもりである。 

そこで、Ａさんは、ファイナンシャル・プランナーのＭさんに相談することにし

た。 
 

〈財務データ等〉 （単位：百万円） 

 

 Ｘ社 Ｙ社 

 

 資 産 の 部 合 計 2,430,000 1,680,000 

 負 債 の 部 合 計 1,360,000 840,000 

 純 資 産 の 部 合 計 1,070,000 840,000 

内 

訳 

株 主 資 本 合 計 900,000 714,000 

その他の包括利益累計額合計 △40,000 △18,000 

新 株 予 約 権 ― ― 

非 支 配 株 主 持 分 210,000 144,000 

 売 上 高 2,800,000 2,040,000 

 売 上 総 利 益 770,000 420,000 

 営 業 利 益 176,000 96,000 

 営 業 外 収 益 31,000 18,000 

内 

訳 

受 取 利 息 12,000 5,000 

受 取 配 当 金 6,000 2,000 

そ の 他 13,000 11,000 

 営 業 外 費 用 21,000 6,000 

内 

訳 

支 払 利 息 7,000 2,000 

そ の 他 14,000 4,000 

 経 常 利 益 186,000 108,000 

親会社株主に帰属する当期純利益 138,000 73,200 

 配 当 金 総 額 9,500 7,800 

 発 行 済 株 式 総 数 200百万株 300百万株 

 株 価 7,700円 4,000円 

（注）「△」はマイナスを表している。 

 

 
 



 －7－ 〈2023.1 １級・学科（応用）〉

〈米ドル建債券の概要〉 

・利率（年率）：4.5％（米ドルベース、年２回利払） 

・残存期間  ：５年 

・単価（額面100米ドル当たり）および適用為替レート（米ドル／円） 

 単価 ＴＴＳ ＴＴＭ ＴＴＢ 

購入時 98.25米ドル 148.00円 147.00円 146.00円 

売却時 102.50米ドル 142.00円 141.00円 140.00円 
 

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。 

 

《問54》 《設例》の〈財務データ等〉に基づいて、Ｍさんが、Ａさんに対して説明した以下

の文章の空欄①～④に入る も適切な数値を、解答用紙に記入しなさい。なお、計

算結果は表示単位の小数点以下第３位を四捨五入し、小数点以下第２位までを解答

すること。また、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。 
 

Ⅰ 「Ｘ社とＹ社の財務データについて比較すると、総資産経常利益率ではＸ社の値

が（ ① ）％、Ｙ社の値が□□□％であり、Ｘ社の資産効率のほうがよいといえ

ます。その要因を、売上高経常利益率と総資産回転率の２指標に分解して比較す

ると、前者についてはＸ社の値が6.64％、Ｙ社の値が5.29％、後者についてはＸ社

の値が（ ② ）回、Ｙ社の値が□□□回であり、Ｘ社は、総資産回転率ではＹ社

を下回っているものの、売上高経常利益率ではＹ社を上回っていることがわかり

ます」 
 

Ⅱ 「Ｘ社とＹ社の株価について、ＰＥＲを比較すると、Ｘ社の値は（ ③ ）倍、Ｙ

社の値は□□□倍であり、Ｘ社はＹ社よりも割安といえますが、ＰＢＲを比較する

と、Ｘ社の値は（ ④ ）倍、Ｙ社の値は□□□倍であり、Ｘ社とＹ社はほぼ同じ

水準といえます」 

 

《問55》 《設例》の〈財務データ等〉に基づいて、次の①および②に答えなさい。〔計算過

程〕を示し、〈答〉は百万円単位とすること。また、変動費は売上原価に等しく、固

定費は販売費及び一般管理費に等しいものとする。 
 

① Ｘ社の当期の変動費率が変わらずに売上高が10％少なくなった場合の営業利益はい

くらか。 

② Ｘ社の損益分岐点売上高はいくらか。  



 －8－〈ファイナンシャル・プランニング技能検定〉 

《問56》 《設例》の〈米ドル建債券の概要〉の条件で、為替予約を付けずに円貨を外貨に

交換して当該債券を購入し、１年６カ月後に売却して、売却金額と３回分の利子を

まとめて円貨に交換した場合における所有期間利回り（単利による年換算）を求め

なさい（計算過程の記載は不要）。〈答〉は表示単位の小数点以下第３位を四捨五入

し、小数点以下第２位までを解答すること。また、１年６カ月は1.5年として計算

し、税金等は考慮しないものとする。 

 

 

 

 

  



 －9－ 〈2023.1 １級・学科（応用）〉

＊下書き欄（解答は解答用紙に） 

  



 －10－〈ファイナンシャル・プランニング技能検定〉 

【第３問】 次の設例に基づいて、下記の各問（《問 57》～《問 59》）に答えなさい。 

《設 例》

Ａさん（65歳）は、Ｘ株式会社の役員として勤務する傍ら、不動産業を営んでお

り、二世帯住宅で妻Ｂさん（65歳）、長男Ｃさん（35歳）家族と暮らしている。 

妻Ｂさんは、2022年９月に人間ドックの検査で重大な疾病が発見され、引き続き

その疾病の治療ため入院をしていたことから、Ａさんは妻Ｂさんの入院に係る医療

費等について医療費控除の適用を受けたいと思っている。 

また、長男Ｃさんは、2022年10月、Ａさん夫妻と暮らすため住宅ローンを利用し

て省エネ基準適合住宅に該当する二世帯住宅を新築し居住を開始したため、2022年

分から住宅借入金等特別控除の適用を受ける予定である。  

Ａさん（白色申告者）の2022年分の収入等および2022年中に支払った医療費等は、

以下のとおりである。 
 
〈収入等に関する資料〉 

１．給与所得 

収入金額   ：1,300万円  

給与所得控除額：195万円 

２．不動産所得（賃貸アパートの経営による所得） 

総収入金額：500万円 

必要経費 ：520万円（注） 

（注）当該所得を生ずべき土地の取得に要した負債の利子10万円を含んだ金額 

３．譲渡所得（特定口座内の上場株式を譲渡したことによる所得） 

総収入金額：300万円 

取得費等 ：270万円 

４．老齢基礎年金の年金額：55万円 

５．確定給付企業年金の老齢給付金の年金額：100万円 

６．定額個人年金保険契約に基づく年金額：180万円（必要経費120万円） 

７．一時払終身保険の解約返戻金 

契約年月 ：2010年４月 

契約者（＝保険料負担者）・被保険者 ：Ａさん 

解約返戻金額 ：960万円 

正味払込保険料 ：900万円 

８．一時払変額個人年金保険（10年確定年金）の解約返戻金 

契約年月 ：2018年８月 

契約者（＝保険料負担者）・被保険者 ：Ａさん 

解約返戻金額 ：1,200万円 

正味払込保険料 ：1,000万円 
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〈医療費等に関する資料〉 

１．人間ドックの費用         ：６万円 

２．入院用の寝巻きや洗面具などの購入費：１万円 

３．入院に伴って病院に支払った費用  ：25万円 

※妻Ｂさんの希望により個室を使用したために支払った差額ベッド料７万円と

入院時に病院から給付された食事の費用１万5,000円を含んだ金額である。 

※Ａさんは、入院治療費について、医療保険から入院給付金10万円を受け

取っている。 

※高額療養費は支給されていない。 

４．通院に伴って病院に支払った費用  ：５万円 
 
※Ａさんとその家族は、いずれも障害者および特別障害者には該当しない。 

※Ａさんとその家族の年齢は、いずれも2022年12月31日現在のものである。 

※Ａさんは給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除の適

用対象者である。 

※「省エネ基準適合住宅」とは租税特別措置法第41条第10項第４号に規定するエ

ネルギー消費性能向上住宅をいう。 

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。 

 

《問57》 《設例》の〈収入等に関する資料〉に基づいて、Ａさんの2022年分の所得金額等

である次の①～③をそれぞれ求めなさい。〔計算過程〕を示し、〈答〉は万円単位と

すること。 
 

① 総所得金額に算入される一時所得の金額 

② 雑所得の金額 

③ 総所得金額 
 

〈資料〉公的年金等控除額の速算表（一部抜粋）  

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が 1,000 万円超 2,000 万円以下 

年金を受け取る

人の年齢 

公的年金等の収入金額 

（Ａ） 
公的年金等控除額 

65 歳以上 

330万円以下 1,000,000円 

330 万円超  410 万円以下 Ａ×25％＋175,000 円 

410 万円超  770 万円以下 Ａ×15％＋585,000 円 

770 万円超 1,000 万円以下 Ａ×５％＋1,355,000 円 

1,000 万円超 1,855,000 円 
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《問58》 《設例》の〈医療費等に関する資料〉に基づいて、所得税における医療費控除に

関する以下の文章の空欄①～③に入る も適切な数値を、解答用紙に記入しなさい。 
 

「医療費控除は、通常の医療費控除とセルフメディケーション税制（医療費控除の

特例）との選択適用とされています。セルフメディケーション税制では、その年中

に支払った特定一般用医薬品等購入費の総額から保険金などで補塡される金額を

控除した金額が12,000円を超えるときは、その超える部分の金額（ 高（ ① ）

円）を総所得金額等から控除することができます。 

Ａさんが通常の医療費控除の適用を受ける場合、〈医療費等に関する資料〉に基

づく2022年分の所得税に係る医療費控除の控除額は（ ② ）円となります。な

お、Ａさんが確定申告書を提出する際は、医療費控除の明細書の添付が必要となり

ますが、確定申告期限等から（ ③ ）年を経過する日までの間は、税務署から医

療費の領収書（医療費通知に係るものを除く）の提示または提出を求められる場

合があります」 

 

《問59》 所得税における住宅借入金等特別控除に関する以下の文章の空欄①～⑤に入る

も適切な数値を、解答用紙に記入しなさい。なお、問題の性質上、明らかにできな

い部分は「□□□」で示してある。 
 

「個人が住宅を新築したときの住宅借入金等特別控除の適用を受けるための要件

には、次のようなものがあります。 

(1) 新築の日から（ ① ）カ月以内に居住の用に供し、原則として適用を受け

る各年の12月31日まで引き続き居住していること。 

(2) 新築した住宅の床面積が、原則として50㎡以上であり、床面積の２分の１以

上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。 

(3) 適用を受ける年分の合計所得金額が、原則として（ ② ）万円以下である

こと。 

(4) 10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築のための一定の借

入金または債務があること。 

新築した省エネ基準適合住宅の請負契約が2021年10月以降で、居住開始が2022年

中である場合、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができる控除期間は、

長（ ③ ）年間です。各年分の控除額は、その年の12月31日現在の住宅借入金

等の残高（□□□万円以下の部分）に、控除率□□□％を乗じて得た金額であり、

大（ ④ ）万円となります。なお、所得税額から控除しきれない場合、その控

除しきれない金額を、所得税の課税総所得金額等の合計額の５％相当額または

（ ⑤ ）円のいずれか少ないほうの額を限度として、翌年度分の住民税の所得割

額から控除することができます」 
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＊下書き欄（解答は解答用紙に）  
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【第４問】 次の設例に基づいて、下記の各問（《問60》～《問62》）に答えなさい。 

《設 例》

Ａさん（57歳）は、５年前に父親から相続により取得した賃貸アパートを2023年

１月に取り壊して、その敷地（500㎡）を売却した。その売却資金と銀行借入金によっ

て、 寄り駅から徒歩５分にある甲土地を取得し、2023年中に甲土地の上に賃貸マ

ンションを建築して、賃貸事業を開始する予定である。 

なお、Ａさんは、「特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例」の

適用を受ける予定である。 

Ａさんが購入する予定の甲土地の概要は、以下のとおりである。 
 

〈甲土地の概要〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 

・甲土地は350㎡の長方形の土地である。 

・幅員18ｍの県道は建築基準法第52条第９項の特定道路であり、特定道路から甲

土地までの延長距離は49ｍである。 

・指定建蔽率および指定容積率とは、それぞれ都市計画において定められた数値

である。 

・特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域ではない。 
 
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。 

 

 

６ｍ市道 

49ｍ 

近隣商業地域 

指定建蔽率： 80％ 

指定容積率：400％ 

前面道路の幅員  ６ 
による容積率制限 10 

防火規制：防火地域 

18ｍ県道 

Ｎ

: 

甲土地 

350㎡ 
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《問60》 建築基準法の規定に関する以下の文章の空欄①～⑥に入る も適切な語句または

数値を、解答用紙に記入しなさい。 
 

Ⅰ 「建築基準法では、都市計画区域内と準都市計画区域内において、用途地域等に

応じて、建築物の高さの制限を定めています。建築物の各部分の高さの制限につ

いては、３種類の斜線制限がありますが、甲土地の用途地域は近隣商業地域に該

当するため、（ ① ）斜線制限は適用されません。なお、建築基準法では、これ

らのほかに日影による中高層の建築物の高さの制限等が定められています」 
 

Ⅱ 「一定規模以上の建築物を建築しようとする場合には、建築主は工事に着手する

前に、（ ② ）または指定確認検査機関に確認申請書を提出し、その計画が建築

基準関係規定に適合していることの確認を受けなければなりません。（ ② ）は、

政令で指定する人口25万以上の市や都道府県等に置かれています。建築基準関係

規定に適合していることが確認されれば、（ ③ ）が交付されます。 

中間検査とは、建築工事に階数が（ ④ ）以上である共同住宅の床および梁

に鉄筋を配置する工事の工程のうち一定の工程を含む場合などに、その工程に係

る工事が終わった段階で、その建築物が建築基準関係規定に適合しているかを検

査することをいい、建築主は中間検査対象建築物において、やむを得ない理由が

ない限り、一定の工程に係る工事終了日から（ ⑤ ）日以内に検査の申請をし

なければならず、検査に合格しなければ次の工程に進むことはできません。 

完了検査とは、工事が完了した段階で、その建築物が建築基準関係規定に適合

しているかを検査することをいい、建築主は、やむを得ない理由がない限り、建

築工事が完了した日から（ ⑤ ）日以内に検査の申請をしなければなりません。

この申請に基づき完了検査が行われ、建築基準関係規定に適合していると認めら

れると、建築主に対して（ ⑥ ）が交付されます」 
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《問61》 Ａさんが、以下の〈条件〉で事業用資産である土地を譲渡し、甲土地を取得して、

「特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例」の適用を受けた場合、

次の①および②に答えなさい。〔計算過程〕を示し、〈答〉は100円未満を切り捨て

て円単位とすること。なお、課税の繰延割合は80％であるものとし、本問の譲渡所

得以外の所得や所得控除等は考慮しないものとする。 
 

① 課税長期譲渡所得金額はいくらか。 

② 課税長期譲渡所得金額に係る所得税および復興特別所得税、住民税の合計額はいく 

らか。 
 

〈条件〉 

〈譲渡資産および買換資産（甲土地）に関する資料〉 

・譲渡資産の譲渡価額：8,000万円 

・譲渡資産の所有期間：41年 

・譲渡資産の取得費 ：不明 

・譲渡費用     ：700万円（仲介手数料、建物の解体撤去費用等） 

・買換資産の面積  ：350㎡ 

・買換資産の取得価額：１億円 
  

 

《問62》 甲土地上に耐火建築物を建築する場合、次の①および②に答えなさい（計算過程

の記載は不要）。〈答〉は㎡表示とすること。なお、記載のない事項については考慮

しないものとする。 
 

① 建蔽率の上限となる建築面積はいくらか。 

② 容積率の上限となる延べ面積はいくらか。なお、特定道路までの距離による容積率

制限の緩和を考慮すること。 
 

〈特定道路までの距離による容積率制限の緩和に関する計算式〉 
 

Ｗ1＝ 
（a－Ｗ2）×（b－Ｌ）

 
b 

Ｗ1 ：前面道路幅員に加算される数値 

Ｗ2 ：前面道路の幅員（ｍ） 

Ｌ ：特定道路までの距離（ｍ） 

※「a、b」は、問題の性質上、伏せてある。 
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＊下書き欄（解答は解答用紙に）  
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【第５問】 次の設例に基づいて、下記の各問（《問63》～《問65》）に答えなさい。 

《設 例》

非上場会社のＸ株式会社（以下、「Ｘ社」という）の代表取締役社長であるＡさん

（75歳）の推定相続人は、妻Ｂさん（71歳）および長男Ｃさん（48歳）の２人である。 

Ａさんは、自身の健康面に不安を感じることが多くなったことから、所有するＸ

社株式を長男Ｃさんに移転し、勇退することを決意した。しかし、Ｘ社は保有する

土地の資産全体に占める割合が高く、Ｘ社株式の移転にあたって、特定の評価会社

に該当して株式の相続税評価額が高くなることを懸念している。 

Ｘ社の概要は、以下のとおりである。 
 

〈Ｘ社の概要〉 

(1) 業種 建築工事業 

(2) 資本金等の額 8,000万円（発行済株式総数160,000株、すべて普通株式で１

株につき１個の議決権を有している） 

(3) 株主構成 

 株主 Ａさんとの関係 所有株式数  

 Ａさん 本人 130,000株  

 Ｂさん 妻 10,000株  

 Ｃさん 長男 20,000株  

(4) 株式の譲渡制限 あり 

(5) 従業員数    70人 

※直前期末以前１年間に継続してＸ社に勤務する従業員の数である（就業規則

等で定められた１週間当たりの労働時間が30時間未満の従業員を除く）。 

 (6) Ｘ社株式の評価（相続税評価額）に関する資料 

・Ｘ社の比準要素 

 比準要素 Ｘ社 

 
 １株（50円）当たりの年配当金額 6.1円 

 １株（50円）当たりの年利益金額 35円 

 １株（50円）当たりの簿価純資産価額 350円 

・類似業種比準価額計算上の業種目／比準要素／業種目別株価 

業種目 
年配当 

金額 

年利益 

金額 

簿価純資

産価額 
株価 

建設業（大分類） 7.7円 47円 387円 285円 

 総合工事業（中分類） 7.5円 43円 337円 225円 

 建築工事業（小分類） 8.5円 56円 363円 272円 

※すべて１株当たりの資本金等の額を50円とした場合の金額である。 
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(7) Ｘ社の資産・負債の状況 

直前期のＸ社の資産・負債の相続税評価額と帳簿価額は、次のとおりである。 

 科  目 相続税評価額 帳簿価額 科  目 相続税評価額 帳簿価額  

 流動資産 53,000万円 53,000万円 流動負債 26,000万円 26,000万円  

 固定資産 147,000万円 56,000万円 固定負債 27,000万円 27,000万円  

 合  計 200,000万円 109,000万円 合  計 53,000万円 53,000万円  

 
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。 

 

《問63》 取引相場のない株式の評価における特定の評価会社に関する以下の文章の空欄①

～⑤に入る も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。 
 

「特定の評価会社には、『株式等保有特定会社』『土地保有特定会社』のほか、『比

準要素数１の会社』『開業後（ ① ）未満の会社』などがあります。評価会社が

特定の評価会社に該当した場合、その株式は、原則として、純資産価額方式により

評価します。ただし、『株式等保有特定会社』や『土地保有特定会社』の株式であっ

ても、同族株主以外の株主等が取得した場合には、その株式は（ ② ）方式によ

り評価します。 

『株式等保有特定会社』は、課税時期において評価会社の総資産価額（相続税評

価額）に占める株式等の価額の合計額（相続税評価額）の割合が（ ③ ）％以上

である会社をいいます。 

『土地保有特定会社』は、課税時期において評価会社の総資産価額（相続税評価

額）に占める土地等の価額の合計額（相続税評価額）の割合（土地保有割合）が評

価会社の規模に応じて定められた一定割合以上である会社をいいます。土地保有

特定会社に該当する土地保有割合は、評価会社が大会社である場合、（ ④ ）％

以上とされ、評価会社が中会社である場合は90％以上とされています。 

『比準要素数１の会社』は、評価会社の類似業種比準価額の計算の基となる『１

株当たりの配当金額』『１株当たりの利益金額』『１株当たりの純資産価額（帳簿

価額）』のそれぞれの金額のうち、いずれか２要素がゼロであり、かつ、直前々期

末を基準にしてそれぞれの金額を計算した場合に、それぞれの金額のうち、いず

れか２要素以上がゼロである会社をいいます。『比準要素数１の会社』の株式を同

族株主が取得した場合、その株式は、原則として、純資産価額方式により評価しま

すが、納税義務者の選択により、『類似業種比準価額×（ ⑤ ）＋１株当たりの

純資産価額×（１－（ ⑤ ））』の算式により計算した金額によって評価すること

ができます」 



 －20－〈ファイナンシャル・プランニング技能検定〉 

《問64》 《設例》の〈Ｘ社の概要〉に基づき、Ｘ社株式の１株当たりの類似業種比準価額

を求めなさい。〔計算過程〕を示し、〈答〉は円単位とすること。また、端数処理は、

各要素別比準割合および比準割合は小数点第２位未満を切り捨て、１株当たりの資

本金等の額50円当たりの類似業種比準価額は10銭未満を切り捨て、Ｘ社株式の１株

当たりの類似業種比準価額は円未満を切り捨てること。 

  なお、Ｘ社株式の類似業種比準価額の算定にあたり、複数の方法がある場合は、

も低い価額となる方法を選択するものとする。 

 

《問65》 《設例》の〈Ｘ社の概要〉に基づき、Ｘ社株式の１株当たりの純資産価額を求め

なさい（計算過程の記載は不要）。〈答〉は円未満を切り捨てて円単位とすること。 

   

 

 

（終）
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