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（5） 付加年金 ……………………………………………………………………………
　国民年金の第1号被保険者が、国民年金保険料に付加保険料（月額400円）
を上乗せして納付すると、65歳から老齢基礎年金を受給する際に、200円に
付加保険料を納付した期間の月数を乗じて得た額（200円×付加保険料納付月
数）が付加年金として支給されます。
　ただし、国民年金基金（1-8節）に加入している者は、付加保険料を納付で
きません。
　また、老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ支給（58ページ）の請求をした場合、
付加年金も老齢基礎年金の減額率・増額率で減額・増額されます。

重要度
★
★★

計算
特別支給の老齢厚生年金と老齢厚生年金2

（1） いつから支給開始？ …………………………………………………………………
　サラリーマンは第2号被保険者ですから、国民年金と厚生年金両方から老齢
給付を受けることができます。厚生年金は、65歳を境に前と後ろに分けられ、
65歳前の厚生年金を「特別支給の老齢厚生年金」、65歳以降は「老齢厚生年金」
といいます。
　特別支給の老齢厚生年金は受給者の生年月日により「いつから」受給できる
かが異なり、段階的に支給時期を遅らせることにしています。次の表は、その
スケジュール表です。生年月日が若くなればなるほど、まずは「定額部分」が、
そして次に「報酬比例部分」の受給開始が遅くなります。そして、昭和36年4
月2日以降生まれの男性には、特別支給の老齢厚生年金は支給されません。

　会社を退職した65歳未満の人が、雇用保険の基本手当（1-3節）と特別支
給の老齢厚生年金を両方受け取ることはできません。まず基本手当を受け取り、
その受給が終了したあとに特別支給の老齢厚生年金を受け取ることになります。
雇用保険優先と考えてください。

参考参考
雇用保険との調整
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重要度
★確定拠出年金2

　確定拠出年金は、先にいくらの掛金を拠出するかを決めておき、将来の年金
額は運用成果により変動します。運用成果が悪くても企業に追加の負担が生じ
ませんので、加入者が自己責任で運用を行わなければなりません。
　確定拠出年金には「企業型」と「個人型」の2つがあり、両方に加入すること
はできません。

企業型 個人型

加入者

・企業型確定拠出年金を導入する
企業等に勤務する60歳未満※1

の者。

・国民年金第1号被保険者（原則、
保険料を全額納めている者）。

・企業年金を導入していない企業
に勤務する60歳未満の厚生年
金被保険者。

公務員や国民年金の第3号被保険者はいずれも加入できない。
掛金
負担者

事業主が負担する（規約に定めれ
ば、加入者も拠出可能）。 加入者本人が負担する。

運用

・運用指図は加入者本人が行う。株式・債券・投資信託のように元本が
変動するものも認められているが、一部は元本確保型でなければなら
ない。

・個人別管理資産は、転職の際に転職先の確定拠出年金に移管できる。

掛金の
税務

事業主拠出分：損金算入
加入者負担分：小規模企業共済等
　　　　　　 掛金控除の対象

小規模企業共済等掛金控除の対象

掛金
限度額

・他に企業年金制度がある場合：
　25,500円／月※2

・他に企業年金制度がない場合：
　51,000円／月※2

・国民年金の第1号被保険者：
　国民年金基金の掛金と合わせ

68,000円／月
・60歳未満の厚生年金被保険者：

　23,000円／月

給付

・原則、60歳になるまで任意に個人別管理資産を引き出すことはでき
ない。

・60歳以降に年金あるいは一時金で受給する。60歳から年金を受給
するには、通算加入者等期間が10年以上であることが必要。

・年金を受給した場合、公的年金等控除が適用される雑所得となる。
※1 平成26年1月からは、規約により65歳未満に年齢を引き上げることができます。
※2 今後、引き上げられる予定です。
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設定されています。なかには死亡保障がまったくないものもあり、その分、医
療保障を充実させています。
　医療保険を入院給付金の支払要件で分類すると、「8日型」「5日型」「1泊2日型」
などに分類され、保障期間については「終身型」と「有期型」があります。
　保障内容は、入院の場合「入院給付金」が、手術の場合には「手術給付金」が
支払われます。なお、入院給付金の支払限度日数は、1回の入院あたり120日・
360日など、商品により異なります。

重要度
★がん保険2

　名前の通り、がんによる入院・手術などに対して給付金が支払われる保険で
す。一般にがんの治療は、長期にわたり、多額の費用を要するため、がん専用
の保険で準備します。がん保険のなかには、がんと診断されて診断給付金が支
払われ、そのがんが治癒した後にがんが再発した場合に、診断給付金が再度支
払われる商品もあります。

どんなケースで
給付される？ がんと診断を受け、入院、手術などを受けたケース。

がん入院
給付金の特徴 入院初日から給付され、入院給付金の給付日数に制限がない。

待機期間
（免責期間）

3カ月または90日間の待機期間（免責期間）があり、この期
間中にがんと診断された場合は契約が無効となる。

重要度
★★生前給付の保険3

（1） 特定（三大）疾
しっ

病
ぺい

保障保険 ……………………………………………………………………

　がん・急性心筋梗塞・脳卒中と診断された場合に、生前に（生きているうち
に）死亡保険金と同額の特定（三大）疾病保険金が支払われる保険です。これら

　「1-4節」で公的介護保険を学習しましたが、民間保険会社も介護保険を発売
しています。公的介護保険における要介護状態の基準に連動して、あるいは各
保険会社の定める所定の基準に該当した場合に、一時金や年金が支払われる仕
組みになっています。

参考参考
民間の介護保険

107

2
リ
ス
ク
管
理

医療保険と特約 2-6



Copyright 2015 butler-m.co.jp All Rights Reserved. ● 4

『2015 年版 Let's 合格！ FP 技能士 3 級』補足情報

131 ページ

▼主な傷害保険

保険商品 補償内容 留意点

普通
傷害保険

事故発生の日から180日以内に死
亡、後遺障害が生じた場合に、死
亡・後遺障害保険金が支払われる。
日常のほとんどあらゆる傷害を補
償する。
・国内外は問わない。
・仕事中のケガも対象。

・「病気」「車酔い」「日焼け・日
射病や靴擦れ」「心臓発作（心
筋梗塞）」「細菌性食中毒」は対
象外。

・「地震・噴火・津波」による傷
害は対象外。

家族
傷害保険

普通傷害保険の家族版。
・本人のほか、一定の家族も補償
対象。

・補償内容は普通傷害保険と同
じ。

【家族の範囲】
①配偶者
②本人または配偶者と生計を一に
する同居の親族

③本人または配偶者と生計を一に
する別居の未婚の子

交通事故
傷害保険

交通事故と建物・乗物の火災によ
る傷害を補償する。

建物の例：駅構内（改札の内側）
乗物の例：電車・バス・エレベーター

国内旅行
傷害保険

自宅を出発してから帰宅するまで
の国内旅行中の傷害を補償する。

「細菌性食中毒」は特約なしで補
償される。

海外旅行
傷害保険

自宅を出発してから帰宅するまで
の海外旅行中の傷害を補償する。

「細菌性食中毒」「地震・噴火・
津波による傷害」は特約なしで補
償される。

保険商品 補償内容 留意点

年金払積立
傷害保険

普通傷害保険の補償にプラス
して、年金が支払われる。

年金の給付は、「確定型」と「保
証期間付有期型」のみで、「終身
型」はない。

所得補償
保険

病気・ケガで働けなくなったこ
とで失った所得を補償する。不
動産所得などの不労所得は対象
外。

受け取った保険金は非課税（2- 
11節）。

医療費用
保険

公的医療保険を使用して医療
を受けた際に、公的医療保険
で支払われない部分を補償す
る。

公的医療保険で支払われない部
分とは、自己負担分や差額ベッ
ド代など。実際に支払った分の
み補償するので「実損填補型」
の保険といえる。

参考参考
その他の傷害保険
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重要度
★
★★法人の損害保険の活用3

（1） 賠償責任に備える保険 …………………………………………………………………………

　企業が他人に損害を与えた場合の損害賠償責任に備える保険を学習します。

生産物
賠償責任保険

企業が製造、販売した製品等の欠陥のため、他人の身体および
財物に損害を与えた場合の損害賠償責任に備える保険。
たとえば、レストランで提供された料理が原因で食中毒が発生
した場合は補償の対象となる。

施設所有管理者
賠償責任保険

施設の使用、管理または仕事の遂行に伴って、人の身体および
財物に損害を与えた場合の備える保険。
たとえば、遊園地において、来園者が遊具から転落してケガをし、
遊園地を運営する企業が法律上の損害賠償責任を負担した場合
は補償の対象となる。

参 考  
請負業者

賠償責任保険

建設業や土木業を営む企業が、請負業務の遂行などにより発生
した事故によって、人の身体および財物に損害を与えた場合の
損害賠償責任に備える保険。

参 考  受託者
賠償責任保険

ホテルが顧客から預かった衣類や荷物の紛失、盗難により発生
する法律上の損害賠償責任に備える保険。

個人
賠償責任保険

法人向けではないが、個人向けの賠償責任保険もここで学習し
ておこう。
個人が過失により他人に損害を与えた場合の損害賠償責任に備
える保険。

補償されるケース
・被保険者が飼っている犬が他人にか
みついてケガをさせた。
・商店で商品を落として損壊させた。

免責される
（補償されない）ケース

・借り物や預り物を損壊させた。
・自動車運転中に事故を起こした。
・業務中に他人に損害を与えた。

労働災害総合保険 労働者災害補償保険（労災保険）の上乗せ補償を目的
にした保険。

店舗休業保険 一定の業種において、火災・爆発等の災害による営業
の休止または阻害による利益の減少等に備える保険。

参考参考
その他のリスクに備える保険
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重要度
★★経済指標の基礎知識1

（1） 景気関連指標 ………………………………………………………………………
　好景気・不景気を判断する際の主な指標を学習します。

景気指標 調査主体 サイクル 重要ポイント

国内総生産
（GDP） 内閣府 四半期ごと

・GDP（Gross Domestic Product）とは、国
内で生産された商品やサービスの付加価値の合
計額。そのため、日本企業によって外国で生産
された付加価値は日本のGDPに含まれない。

・GDPのうち民間消費支出の割合が、最も大きい。
・通常、経済成長率は「実質」GDP成長率で判断
する。

景気動向
指数 内閣府 毎月

・生産、雇用などの指標※を統合して景気判断・予
測を行う。

・DI（Diffusion Index） とCI（Composite 
Index）があり、DIは景気の転換点を測定する
ための指標であり、CIは景気変動の大きさや量
感を測るための指標。

・一般に、景気動向指数のコンポジット・インデッ
クス（CI）の一致指数が上昇しているときは、
景気の拡張局面といえる。

・かつてはDI中心の公表だったが、平成20年よ
りCI中心の公表になっている。

全国企業
短期経済
観測調査
（日銀短観）

日本銀行 年4回

・調査対象の企業に、業況について「良い」「さほ
ど良くない」「悪い」の選択肢から回答してもら
う。

・業況判断DIの注目度が高く、「良い」と回答した
企業の割合から「悪い」と回答した企業の割合
を差し引いた数値で表される。

家計調査 総務省統計
局

毎月

家計調査は、全国約9千世帯の方々を対象として、
家計の収入・支出、貯蓄・負債などを調査している。
家計調査の結果は、我が国の景気動向の把握、生活
保護基準の検討、消費者物価指数の品目選定および
ウエイト作成などの基礎資料として利用されている。

景気ウォッ
チャー調査 内閣府

景気ウォッチャー調査は、地域の景気に関連の深い
動きを観察できる立場にある人々の協力を得て、地
域ごとの景気動向を的確かつ迅速に把握し、景気動
向判断の基礎資料とすることを目的としている。

※ 採用された指標は、次の3つの系列に区分されます。
 ・先行系列：景気に対し先行して動く。
 ・一致系列：景気とほぼ一致して動く。
 ・遅行系列：景気に対し遅れて動く。
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重要度
★★株式投資の相場指標2

　株式を購入するにあたっては、株価が大きく下落するリスクがあります。「安
く買って、高く売る」ためには、株式に投資するタイミングが重要です。これ
を把握する方法のひとつに株式相場があります。新聞でよく見られる日経平均
株価も相場指標のひとつです。

▼相場指標

相場指標 特徴

日経平均株価

・東京証券取引所市場第1部に上場する代表的な225銘柄か
ら構成され、権利落ちや株式分割があっても指標としての連
続性を保つように計算された修正平均株価。

・値がさ株などの影響を受けやすいといわれている。

東証株価指数
（TOPIX）

・東京証券取引所第1部に上場されている全銘柄を対象とした
時価総額指数。

・時価総額の大きい銘柄の影響を受けやすいといわれている。

参 考

単純平均株価 対象となる上場銘柄の株価合計を銘柄数で割ったもの。

参 考

新発10年
国債利回り

新規に発行された償還期間10年の国債の流通利回り。株式の
相場指標ではないが、株式に投資する際には、長期（取引期間
1年以上）金利の推移を確認する必要がある。新発10年国債
利回りは、長期金利の指標として利用されている。

参 考

NYダウ
ダウ工業株30種平均のこと。アメリカの代表的な株価指数の
ひとつ。

過去問題
に挑戦！

平成26年9月に実施された「資産設計提案業務（FP
協会実技試験）」に出題された問題を使って、ここま
での確認をしましょう。

平成26年9月に実施された「資産設計提案業務（FP
協会実技試験）」に出題された問題を使って、ここま
での確認をしましょう。

問 　下記〈資料〉の用語に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. （a）：東京証券取引所市場第一部上場銘柄のうち、代表的な500銘
柄を対象にした時価総額指数のことであり、時価総額の大き
い銘柄の影響を受けやすい。

2. （b）：出来高とも呼ばれる。例えば、売り1,000株と買い1,000
株の取引が成立した場合には、売買高（出来高）は2,000株と
表示される。
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　外貨定期預金は国内の銀行等で取り扱われています。外貨預金に預入できる
通貨の種類は、取扱金融機関によって異なるので銀行等で確認が必要です。なお、
外貨定期預金は、預金保険制度による保護の対象になりません（3-9節）。
　税金について、利子は利子所得として20％※2（所得税15％・住民税5％）
が源泉分離課税され、為替差益は雑所得として総合課税されます。ただし、為
替予約した場合、為替差益は利息と合わせて20％※2が源泉分離課税されます。
為替予約をすると、外貨定期預金を預ける際に、満期時の為替レートを予約す
ることで、満期時の円での受取額を確定させることができます。

※1 外貨建ての預金は定期預金のほか、普通預金、通知預金などがあります。
※2 平成49年分までの所得税については、この税率に復興特別所得税が加算されます。

参考参考
外貨定期預金※1

重要度
★★外貨建てMMF（外国投資信託）3

　外貨建てMMFは、一般に、高い信用格付けが付された公社債や短期金融商
品等を主な投資対象（株式は投資対象外）としており、通貨の種類は、米ドル
のほか、豪ドル、ユーロなどがあります。
　なお、金融機関の店頭やインターネット等で表示されている外貨建てMMF
の利回りは、あくまで過去の実績であり、将来の利回りを示しているものでは
ありませんので注意が必要です。

商品としての分類 外国投資信託に分類される。

投資対象 高い信用格付けが付された公社債やCP・CDなどの短期
金融商品等を主な投資対象としている。株式は対象外。

元本保証 投資元本は保証されない。また、為替の変動により為替
差損を被る可能性もある。

収益分配 収益分配は毎日行われ、月末に分配金が再投資される。

解約 いつでもペナルティなしで解約することができる。

為替差益に係る税金 居住者である個人が得た外貨建てMMFの為替差益（売
買益）は 非課税。

185

3
金
融
資
産
運
用

外貨建て商品 3-6

制作・著作
株式会社バトラーマネジメント
無断複写・複製・頒布を禁じます。


