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解答

第1号被保険者と
第2号被保険者の

給付要件

第1号被保険者：介護が必要になった原因にかかわらず、要
介護・要支援と認定されれば給付される。

第2号被保険者：介護が必要になった原因が特定疾病（加齢
を原因とする疾病や末期がん）によるもの
のみ給付され、「事故」によるものである
場合は、給付が受けられない。

自己負担割合 被保険者の自己負担は原則※1割（食費や住居費は原則とし
て全額自己負担）。

過去問題
に挑戦！

平成25年9月実施の「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 　啓さんの祖母の静子さんは介護施設に入所している。啓さんは公的介
護保険について理解を深めようと思い、FPの夏目さんに質問をした。夏
目さんが説明の際に使用した、公的介護保険制度についての下表に関す
る次の記述のうち、正しいものはどれか。

被保険者 第1号被保険者 第2号被保険者

対象者（年齢要件） 65歳以上の者 （ア）以上65歳未満の医
療保険加入者

給付を受ける者 寝たきりや認知症などで常
時介護が必要な人など。

左記のうち、その原因が初
老期認知症や脳血管障害な
どの老化に起因する特定の
疾病による人。

利用手続き 市町村から（イ）または要支援（1〜2の2段階）の
認定を受ける。

介護サービス利用時
の自己負担割合 原則として（ウ）

　1.　空欄（ア）に入る語句は、「40歳」である。
　2.　空欄（イ）に入る語句は、「要介護（1〜7の7段階）」である。
　3.　空欄（ウ）に入る語句は、「3割」である。

正解	 1
（ア）	公的介護保険における第2号被保険者の年齢は40歳以上65歳未

満です。
（イ）	要介護は1〜5の5段階、要支援は1〜2の2段階です。
（ウ）	被保険者の自己負担は原則1割（食費や住居費は原則として全額自

己負担）です。

※	平成27年8月以降、高所得の第1号被保険者は2割
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ライフプランニングと資金計画

公的年金
（被保険者と保険料）51-
□✓	 すべての国民が加入する国民年金の被保険者と保険料
□✓	 サラリーマンが加入する厚生年金の被保険者と保険料

ココで
学習すること

こ
れ
だ
け
覚
え
る
！

◉被保険者と保険料
国民年金 厚生年金

被
保
険
者

第1号 第2号・第3号に該当しない、20
歳以上60歳未満 厚生年金適用事業所に

勤めるサラリーマンで
70歳未満の者。

第2号 厚生年金加入者

第3号 第2号被保険者に扶養される配偶者
で20歳以上60歳未満

保
険
料

第1号 月額15,590円（平成27年度）

次の計算式で算出され
た金額を労使折半する。

「標準報酬月額
（賞与額）× 料率」

第2号 厚生年金保険料を納めているので、
別途支払う必要なし。

第3号 納付義務なし。

免除

・「全額」「4分の3」「半額」「4分
の1」の保険料が免除される。

・所得の判定は本人のみならず、一
定の家族の分も考慮される。

猶予

【学生納付特例】
・20歳以上の学生が対象。
・所得は本人の分のみで判定され、

親の所得は考慮されない。
【若年者保険料納付猶予】
・30歳未満の人が対象。
・親の所得は考慮されないが、配偶

者の所得は考慮される。

重要度年金制度の概要1
　公的年金制度は2階建てになっています。1階部分は「国民年金」といい、国
民全員が加入します。サラリーマンである一郎さんは、さらに2階部分の厚生
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（2）	厚生年金の被保険者… ………………………………………………………………
　厚生年金適用事業所に勤めるサラリーマンで、70歳未満の人が該当します。

重要度
★保険料3

（1）	国民年金の保険料… …………………………………………………………………
①	第1号被保険者
　保険料は月額15,590円（平成27年度）ですが、毎年保険料額は変動します。
保険料の納付可能期間は本来2年ですが、平成24年10月から平成27年9月
までの3年間に限り、過去10年分まで納めることができます。経済的理由に
より納付が難しい場合は、免除・猶予の制度を利用します。
　また、国民年金の保険料は翌月末までに納付することになっており、納付書
による納付のほか、口座振替やクレジットカードでも納付できます。前納制度
を利用すれば、前納期間や納付方法に応じて保険料の割引が適用されます。

②	第2号被保険者
　厚生年金保険料を支払う（給与から天引き）ので、国民年金の保険料を別途
納める必要はありません。

③	第3号被保険者
　保険料の負担なし。保険料を納付しなくても、納付したものとして扱われます。

（2）	第1号被保険者の国民年金保険料免除等…………………………………………
①	免除制度
　第1号被保険者は納付書にしたがって金融機関で保険料を納付しますが、経
済的に苦しく納付が難しい方のために免除制度を設けています。「全額免除」 

「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」があります。

②	猶予制度
　「猶予」とは、支払いの時期を延ばすことであって、「免除」とは異なります。
猶予制度として、20歳以上の学生を対象とする「学生納付特例」と30歳未満
を対象とする「若年者保険料納付猶予制度」があります。
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実 技
ライフプランニングと資金計画

公的年金（老齢給付）61-
□✓	 老齢基礎年金の受給要件と年金額の計算方法
□✓	 老齢厚生年金の受給要件と年金額の計算方法
□✓	 繰上げ受給と繰下げ受給

ココで
学習すること

こ
れ
だ
け
覚
え
る
！

◉老齢給付
老齢基礎年金 老齢厚生年金

受給要件

保険料納付済期間＋
保険料免除期間＋

合算対象期間 
≧ 原則25年

【特別支給の老齢厚生年金】
・老齢基礎年金の受給要件を満た

している。
・厚生年金加入期間1年以上
【老齢厚生年金】
・老齢基礎年金の受給要件を満た

している。
・厚生年金加入期間1月以上

受給開始 原則65歳から

【特別支給の老齢厚生年金】
60歳〜64歳（生年月日による）
【老齢厚生年金】
原則65歳から

年金額
原則、40年（480月）
加入した場合のみ、
満額780,100円

【特別支給の老齢厚生年金】
「報酬比例部分」と「定額部分（生年
月日による）」からなる。
【老齢厚生年金】
「報酬比例部分」と同じ計算式を
使って計算する。

◉繰上げ受給と繰下げ受給
繰上げ受給 繰下げ受給

月あたりの
減額率／増額率 0.5％ 0.7％

最大の
減額率／増額率 0.5％ × 60月 ＝ 30％ 0.7％ × 60月 ＝ 42％

48



Copyright 2015 butler-m.co.jp All Rights Reserved. ● 5

『2015 年版 Let's 合格！ FP 技能士 3 級』補足情報

49 ページ

重要度
★

計算
老齢基礎年金の受給1

▼自営業者とサラリーマンの年金

（1）	受給資格期間… ………………………………………………………………………
　老齢基礎年金を受給するためには、受給資格期間（保険料納付済期間＋保険
料免除期間＋合算対象期間）として原則25年以上※を満たす必要があります。
1カ月でも足りないと受給できません。

※	 平成29年4月からは10年以上となる予定。

（2）	受給要件… ……………………………………………………………………………

保険料納付済期間 ＋ 保険料免除期間※1 ＋ 合算対象期間※2 ≧ 原則25年

※1	保険料猶予期間は含めません。保険料猶予期間は、合算対象期間と同様に
扱います。

※2	別名「カラ期間」とも呼ばれ、受給要件判定の際には加えることができます
が、年金額には反映されません。

加給年金

			報酬比例部分

			定額部分
経過的加算

老齢基礎年金

老齢基礎年金

振替加算

付加年金任意加入

生涯受給

妻65歳

65歳

65歳60歳

老齢厚生年金

	特別支給の	
老齢厚生年金

 【サラリーマン（国民年金＋厚生年金）】

 【自営業者（国民年金のみ）】

老齢基礎年金
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（3）	受給開始… ……………………………………………………………………………
　原則65歳から受給開始（一生涯）されます。なお、年金は偶数月に2カ月分
まとめて支払われることになっています。

（4）	年金額… ………………………………………………………………………………
　原則40年（480月）加入した場合にのみ、満額780,100円（平成27年度）
を受給できます。未納、免除あるいは猶予の期間があると満額を受給できま
せん。

▼老齢基礎年金の計算

　現在支給されている年金は、平成12年度から14年度にかけて、物価下落に
もかかわらず、特例法でマイナスの物価スライドを行わず年金額を据え置いた
ことなどにより、本来の年金額より2.5％高い水準（特例水準）で支払われて
います。
　この特例水準について、現役世代（将来、年金を受け取る人）の年金額の確
保につなげ、世代間の公平を図るため、平成25年度から27年度までの3年間
で解消する法律が、平成24年11月に成立しました。
　平成25年10月分より▲1.0％、平成26年4月分より▲0.7％引き下げられ、
平成27年4月分から▲0.5％の引き下げが実施される予定です。
	 （厚生労働省HPを参考にして作成）

参考
特例水準の解消について

老齢基礎年金 ＝ 780,100円 ×
納付済月数＋免除された月数（調整あり）

加入可能月数（通常480月）

保険料全額免除の期間は 免除された月数×1／3（4／8）
4分の3免除の期間は 免除された月数×1／2（5／8）
半額免除の期間は 免除された月数×2／3（6／8）

4分の1免除の期間は 免除された月数×5／6 （7／8）

（　）内は平成21年4月以降の免除期間に適用します。

納付済月数が480月あると「480月／480月＝1」となり、
満額支給が受けられます。
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（2）	受給要件… ……………………………………………………………………………

特別支給の老齢厚生年金 老齢厚生年金

支給開始年齢 60歳〜64歳 65歳

受給資格
老齢基礎年金の受給資格（原則25年以上）を満たしていること

厚生年金加入期間1年以上 厚生年金加入期間1カ月以上

（3）	特別支給の老齢厚生年金… …………………………………………………………
①	報酬比例部分
　各人の過去の報酬等に応じて金額が決まります。計算問題では公式が与えら
れますので、暗記の必要はありません。

▼報酬比例部分の計算式

②	定額部分
　各人の厚生年金の加入期間の長さ等に応じて金額が決まります。計算問題で
は公式が与えられますので、暗記の必要はありません。

報酬比例部分＝ A ＋ B

A：平成15年3月以前の被保険者期間

平均標準報酬月額※   ×

生年月日による

生年月日による

平成15年3月までの
被保険者月数〜  ×

B：平成15年4月以後の被保険者期間

平均標準報酬額※   × 平成15年 4月以後の
被保険者月数〜 ×

※  平成15年4月から「総報酬制」が導入され、月給だけでなくボーナスからも厚
生年金保険料が徴収されることになりました。このため、平成15年3月以前と
平成15年4月以後とに分けて計算します。

下記の計算式のほかに「物価スライド特
例水準」による計算式もあり、いずれか
多い金額が年金額となります。

9.5
1000

7.308
1000

7.125
1000

5.481
1000
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▼ 定額部分の計算式

（4）	老齢厚生年金… ………………………………………………………………………
①	老齢厚生年金
　老齢基礎年金に上乗せの形で支給されます。年金額は報酬比例部分の計算式
と同じです。

②	経過的加算
　特別支給の老齢厚生年金の受給者が65歳になると、定額部分に代えて老齢
基礎年金を受け取ることになりますが、当分の間、定額部分のほうが老齢基礎
年金よりも年金額が高くなります。この差額を補うのが経過的加算です。計算
問題では公式が与えられますので、暗記の必要はありません。

▼ 経過的加算の計算式

（5）	加給年金… ……………………………………………………………………………
　年金を受給しながら家族を養うのは大変です。そのため、子や配偶者がいる
場合には、家族手当として加給年金が支給されます。

▼ 加給年金の受給要件および特徴

①原則として、厚生年金加入期間が20年以上あること。
②65歳未満の配偶者あるいは子（18歳に達したあとの最初の3月末まで
の未婚の子）を扶養していること。
　配偶者を扶養している場合、配偶者が65歳になると配偶者自身の老齢
給付が支給されるようになるので、支給停止となります。ただし、配

定額部分＝1,626円× （1.875〜1.000）× 被保険者月数※ × 0.961
　　　　　　　　　　　        生年月日による	 																							物価スライド率
	 																（平成26年度）

経過的加算 ＝  
定額部分に
相当する額 −  厚生年金保険に加入していた期間※に

ついて受けられる老齢基礎年金の額

※	 昭和21年4月2日以降に生まれた者は上限480月。

※	 昭和36年4月以降で20歳以上60歳未満の加入期間。
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▼障害基礎年金の受給要件

初診日要件※1
・初診日に国民年金の被保険者であること。
・国民年金の保険者であった者で日本国内に住所がある60
歳以上65歳未満の者。

障害認定日要件※2
・初めて医師の診療を受けたときから、1年6カ月経過した
とき（その間に治った場合は治ったとき）に障害の状態に
あること。

保険料納付要件

・保険料納付済期間（保険料免除期間等を含む）がこれまで
の加入期間の3分の2以上あること。
・「3分の2以上」が原則だが、初診日が2026年（平成38年）
4月1日前の場合は、「初診日の属する月の前々月までの
直近の1年間に保険料を滞納していない」という条件を満
たせば、特例として要件を満たしたことになる。

※1	 初診日：障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日。
※2	 障害認定日：初めて医師の診療を受けた日から1年6カ月以内に、所定の障害状態に

該当する日。または1年6カ月経過した日。

▼障害基礎年金の年金額（平成27年度）

1級 780,100円×1.25＋子の加算

2級 780,100円（＝老齢基礎年金の満額）＋子の加算※

※	 遺族基礎年金の子の加算額と同額です。「子」としての要件は62ページを参照してくだ
さい。

重要度障害厚生年金2
　厚生年金に加入している間に初めて医師の診療を受けた病気やケガで、法令
により定められた障害の状態（1級〜3級に分けられる）にある場合は、障害厚
生年金が支給されます。

▼受給要件まとめ

初診日要件 初診日に厚生年金の被保険者であること。

障害認定日要件 所定の障害状態（1〜3級）にあること。

保険料納付要件 障害基礎年金と同じ。
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▼障害厚生年金の年金額

1級 （報酬比例の年金額）×1.25＋〔配偶者の加給年金額（224,500円）〕

2級 （報酬比例の年金額）＋〔配偶者の加給年金額（224,500円）〕

3級 （報酬比例の年金額）　　※最低保障額 585,100円

重要度計算
遺族基礎年金3

▼遺族年金のイメージ

　国民年金から遺族に遺族基礎年金が支給されますが、受給できる遺族の範囲
が非常に狭く規定されています。「子」がいないと受給できない点を確認して
ください。

（1）	受給対象者および受給期間… ………………………………………………………

受給対象者 死亡した被保険者によって生計を維持されていた「子」あるいは「子
のある配偶者※」

受給期間

「子」とは18歳到達年度の末日までにある者（障害等級1級または
2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻していない子は20
歳未満）。
　　　→　つまり、原則として高校卒業までは年金が支給される。

※ 以前は「子のある妻」に限定されていましたが、平成26年4月から「子のある夫」も
受給できるようになりました。

中高齢寡婦
加算

妻の老齢基礎年金

妻65歳
子B 高校卒業

子A 高校卒業

遺族厚生年金

妻　30歳

サラリーマンの夫
死亡

＝定額585,100円
　（平成27年度）

遺族基礎年金 子1人

子A　5歳

子B　3歳

＜子の加算額＞
　子2人目まで … 1人につき224,500円
　子3人目以降 … 1人につき   74,800円

子2人
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（2）	年金額… ………………………………………………………………………………
　「基本額 ＝ 780,100円（平成27年度）」が受給されます。
　また、「子」について加算があります。前ページの図のケースでは当初「子」
が2人いましたので年金額が多いですが、子Aが先に高校を卒業したので、そ
の後は子B1人分のみの加算となり、年金額が減っていることがわかります。

過去問題
に挑戦！

平成24年9月実施の「保険顧客資産相談業務（金財実
技試験）」に出題された問題（改題）を使って、ここま
での確認をしましょう。

問 　会社員のAさん（45歳）は、平成26年8月20日に死亡した。妻Bさ
んに支給される遺族基礎年金の年金額を算出する計算式として、次のう
ち最も適切なものはどれか。なお、年金額は平成26年度価額（物価スラ
イド特例措置による金額）に基づいて計算するものとする。

　1.　772,800円 ＋ 74,100円 ＋ 74,100円
　2.　772,800円 ＋ 222,400円 ＋ 74,100円
　3.　772,800円 ＋ 222,400円 ＋ 222,400円

＜Aさんおよび家族に関する資料＞
　（1） Aさん
 生年月日：昭和44年4月9日
平成元年4月               平成4年4月                                                   平成26年8月20日死亡

国民年金 厚生年金保険

保険料納付済期間
（36月） 268月

   （20歳）                                                                                                              （45歳）

　（2） 妻Bさん（専業主婦）
　 生年月日：昭和49年6月6日
　 〔公的年金の加入歴〕
　 20歳から第1号被保険者として国民年金の保険料を納付。Aさ

んとの結婚後は、第3号被保険者として国民年金に加入していた。
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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：
　27,500円／月

・他に企業年金制度がない場合：
　55,000円／月

・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。
・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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（5）	NISA（非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置）… ………
　20歳以上※（口座開設の年の1月1日現在）の居住者等が非課税口座（1人1
口座まで）を開設し、非課税管理勘定を設定します。この口座内で上場株式等
に投資した場合、その配当所得および譲渡所得に係る所得税、住民税が非課
税になる制度です。平成26年1月からスタートしました。
　なお、上場株式、ETF・上場不動産投資信託（REIT）はNISA口座への受け
入れ対象となりますが、公社債、公社債投資信託などは対象とはなりません。

※ 平成 28 年以降、未成年者を対象とするジュニア NISA が導入される予定。

▼制度のイメージ図

平成26年分
非課税管理勘定
平成27年分
非課税管理勘定
平成28年分
非課税管理勘定
平成29年分
非課税管理勘定

平成30年分
非課税管理勘定
平成31年分
非課税管理勘定
平成32年分
非課税管理勘定
平成33年分
非課税管理勘定

平成34年分
非課税管理勘定
平成35年分
非課税管理勘定

100
万円

100
万円

100
万円

100
万円

100
万円

100
万円

100
万円

100
万円

100
万円

27年 28年 29年 30年 31年 32年 33年 34年 35年 36年 37年 38年 39年26年平成

勘
定
設
定
期
間

（
４
年
間
）

非課税期間 最長5年間

勘
定
設
定
期
間

（
４
年
間
）

勘
定
設
定
期
間

（
２
年
間
）

1年目
100
万円

2年目 3年目 4年目 5年目 100万円を超えない範囲で、新た
な非課税管理勘定への移管による
継続適用可（同一の金融商品取引業
者等に開設されている非課税口座
内で行う場合に限ります）。

5年間で累積最大5
非課税管理勘定の設
定可（非課税投資総
額最大500万円）。

（出典：国税庁作成のパンフレットより抜粋）

各年分ごとに1非課税管
理勘定のみ設定可（1非課
税管理勘定における非課
税投資額上限100万円）。

171

3
金
融
資
産
運
用

株式の基礎知識 3-4



Copyright 2015 butler-m.co.jp All Rights Reserved. ● 14

『2015 年版 Let's 合格！ FP 技能士 3 級』補足情報

172 ページ

・毎年100万円※までの非課税投資（買付け）を行うことができる期間（投資
可能期間）は平成26年1月から平成35年12月までの10年間。

・非課税口座内で保有していれば、最大5年間は、配当・譲渡益が非課税。5
年経過後は、非課税の新たな枠を活用して非課税保有を続けるか、通常の口
座（特定口座や一般口座）に移して継続保有できる。

　　→　したがって、5年間にわたり毎年100万円ずつ非課税口座で投資した
場合、500万円まで投資できることになる。

・NISA口座内で譲渡損失が生じた場合、特定口座などの他の口座で生じた公募
株式投資信託を含む上場株式等の譲渡益や配当金等と通算することはできない。

参考
少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置

重要度計算
四季報の読取り5

　「会社四季報」は、株式投資をする際のバイブルです。投資しようとする会
社の「概要」「株主構成」「財務状況」「業績」などを読み取ることができます。書
店で販売されていますので、一度ご覧になってください。

過去問題
に挑戦！

ここでは、平成26年1月に実施された「資産設計提案
業務（FP協会実技試験）」の問題（改題）を使って、「ど
こに」、「なにが」記載されているか確認しましょう。

問 　次ページの〈資料〉に関する次の記述（1）と（2）が正しければ〇を、誤っ
ていれば×を付けなさい。

（1）この企業の株を1単元保有していた場合、2012年3月期における
年間の配当金額（税引前）は11,000である。

（2）2012年3月期における1株当たりの利益は57.1円である。

配当金額・読取りのヒント
・上段の左から2列目【株式】の「単位」から、単元株数が1,000株で

あることが読み取れます。
・下段中央【配当】から、この企業は9月（中間配当）と3月（決算配当）

に、年2回配当していることが読み取れます。
・【業績】の「1株配」には年間の配当額が記載されています。本問では、

11年9月と12年3月の配当金額の合計がここに記載されます。

 ※ 平成28年以降、120万円に拡充される予定。
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主
な
適
用
要
件

その他

適用を受けようとする年の12月31日時点まで引き続き自己の
居住の用に供していること。

店舗併用住宅の場合、床面積の2分の1以上が専ら居住用であ
ること。

やむをえない事情で一時転出しても、再入居すれば適用可。

手
続
き

原則 住宅ローン控除の適用を受けるには、確定申告をすることが必要。

例外 給与所得者の場合、2年目以降の適用を年末調整で受けることが
できる。給与所得者であっても初年度は必ず確定申告を行うこと。

1年あたりの控
除額の計算 年末借入金残高（上限は入居年月により異なる※）× 控除率

※下表「入居時期による制度内容の比較」を参照。

▼ 入居時期による制度内容の比較（一般住宅のケース）

入居した年月 控除
期間

年末時点借入金
残高の上限 控除率 年間最高控除額

平成26年1月1日〜
平成26年3月31日

10年
2,000万円

1％
2,000万円 × 1％ ＝ 20万円

平成26年4月1日〜
平成29年12月31日※ 4,000万円 4,000万円 × 1％ ＝ 40万円

※ 平成31年6月30日まで1年6ヵ月延長される予定。

▼ 平成26年9月に入居のケース

※ 年末時点借入金残高が4,000万円以上であっても、40万円の控除が受けられない
可能性もあります。控除額は、所得税額から控除されるので、所得税額が30万円で
あれば控除額も30万円までとなります。

控除期間10年

 4
年末時点借入金残高の上限

,000万円    　×　1
控除率

％　＝　4
年間最高控除額

0万円※
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重要度
★
★★不動産取得時の税金1

　不動産の税務は「取得時」「保有時」「譲渡時」の3つに分けて学習します。ま
ずは、不動産取得時の税金から学習しましょう。

（1）	印紙税（課税主体：国）… ……………………………………………………………
　不動産売買契約書等を作成した際には、契約書に収入印紙を貼付し、消印（印
鑑で割印するのが一般的）して印紙税を納付します。売買契約書の原本を2通
作成して売主・買主のそれぞれが所持する場合には、双方の契約書について印
紙税を納付する必要があります。課税標準（この金額に税率を乗じる）は契約
書に記載されている売買金額です。
　なお、収入印紙を貼付しなかった場合は、過怠税が課されますが、契約自体
は有効となります。

（2）	登録免許税（課税主体：国）… ………………………………………………………
　不動産登記（所有権移転登記、所有権保存登記など）をするときに課税され
る税金です。なお、売買に伴い所有権移転登記をする場合、売主と買主が連帯
して登録免許税の納税義務者となりますが、実務上、売買契約により、買主が
負担するのが一般的です。

課税標準 原則「固定資産税評価額」が課税標準。

税率

登記の種類により異なる。

種類 対象 税率（本則）
所有権保存登記 建物 4／1,000

所有権移転登記（売買） 土地※・建物 20／1,000
抵当権設定登記 土地・建物 4／1,000

※	土地の所有権移転登記（売買）は、平成29年3月31日まで、
税率が15／1,000に軽減されています。

住宅用建物の
軽減税率

平成29年3月31日までに住宅用建物を新築・取得した場合に、
一定要件を満たすことで軽減税率の適用がある。自宅が対象と
なっており、土地については適用がない。
新築（所有権保存登記）のケース		：	4／1000			➡	1.5／1000
売買取得（所有権移転登記）のケース		：20／1000	➡　	3／1000
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（3）	不動産取得税（課税主体：都道府県）………………………………………………
　不動産を取得したときに課税される税金です。対価のない贈与でも課税され
ますが、「相続」や「法人の合併」では非課税です。

課税標準
・原則「固定資産税評価額」が課税標準。
・ただし、平成30年3月31日までに取得した宅地等につい

ては、「固定資産税評価額 × 1／2」が課税標準となる。

税率 標準税率は4％だが、住宅・土地の取得については3％（平成
30年3月31日まで）。

住宅用建物の
課税標準の特例

住宅用建物を取得した場合に「固定資産税評価額 － 控除額」
を課税標準とすることができる。

新築 中古

控除額 1,200万円 最高1,200万円（平成9年4月1日
以降新築のものに限る）

主な
要件

用途は住宅
用建物。
貸家も可。

・自己の住宅用建物に限る。貸家は不可。
・築20年（耐火建築物は25年）以内

床面積50㎡（貸家は40㎡）以上240㎡以下

過去問題
に挑戦！

平成26年1月に実施された「個人資産相談業務（金財
実技試験）」で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 　Aさんが甲マンションを購入した場合に課される不動産取得税および
登録免許税に関する以下の文章の空欄 ① 〜 ③ に入る語句の組合せとし
て最も適切なものは、次のうちどれか。

≪甲マンションの売却物件情報≫
物件名 甲マンション801号室 価格 2,380万円
管理費 1万4,100円／月 修繕積立金 1万1,900円／月
所在地 東京都K区T3丁目 間取り 3LDK
交通 JR S線 K駅　徒歩10分 専有面積 69.08㎡（壁芯面積）

築年月 平成13年12月 所在階 8階／13階建
総戸数 68戸 建物構造 鉄骨鉄筋コンクリート造

用途地域 第1種住居地域 土地権利 所有権
広告有効期限 平成26年1月31日 取引態様 一般媒介
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▼贈与税の配偶者控除

適用されるケース 配偶者からマイホーム（現物）の贈与またはマイホーム取得
の金銭の贈与を受けたケース。

特例の効果
・配偶者控除として最高2,000万円の控除が受けられる。
・基礎控除110万円をあわせて控除することができる。
・2,110万円までの贈与であれば贈与税が課されない。

主な適用要件

・婚姻期間20年以上
・居住用不動産の贈与、または居住用不動産を取得するため

の金銭の贈与であること。
・贈与を受けた年の翌年の3月15日までに贈与を受けた居

住用不動産を居住の用に供し、かつその後引き続き居住の
用に供する見込みであること。

・たとえ贈与税額が0であっても、贈与税の申告が必要。
・同一の配偶者からの贈与について、1度のみの適用となる。

その他
この特例を適用して贈与を行った贈与者が、贈与から3年以
内に死亡したとしても、配偶者控除額2,000万円までの部
分については生前贈与加算（6-3節）の対象にはならない。

▼直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税

適用される
ケース 親から子へマイホーム取得のための資金贈与が行われた場合

特例の効果

平成25年中の贈与 ➡
非課税金額700万円※

暦年課税における基礎控除110万円
あるいは相続時精算課税の特別控除
2,500万円と、併用して適用を受ける
ことができる。

平成26年中の贈与 ➡
非課税金額500万円※

主な適用
要件

・受贈者が、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であ
ること。

・受贈者の合計所得金額が2,000万円以下であること。
※ 一般の住宅を取得したケース。なお、平成27年中に契約締結したケースでは、非
課税金額1,000万円。

▼直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税

適用されるケース
直系尊属から子や孫へ教育資金の贈与（平成25年4月
1日から平成31年12月31日までの贈与）が行われた
場合。

特例の効果 非課税金額　1,500万円まで

参考
その他の「贈与税の特例」
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