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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、択一式40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、2020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。

★　注　意　★

金融窓口サービス技能検定

2021年度　５月実施

実 施 日

試験時間

2級 学科試験

金窓 2級 学科

○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。
○６月30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。

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
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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、2020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． 問題文中の法律名等については、以下のような略称を用いています。 

・休眠預金等活用法＝民間公益活動を促進するための休眠預金等に係

る資金の活用に関する法律 

・犯罪収益移転防止法＝犯罪による収益の移転防止に関する法律 

・振り込め詐欺救済法＝犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回

復分配金の支払等に関する法律 

３． 問題文中の「金融商品取引法上」という表現は、同法のほか、関連

する政令・内閣府令等を含みます。他の法律についても同様です。 

４. 問題文中の「金融機関」とは、「銀行」および「協同組織金融機関」

を指し、金融商品取引法上の「登録金融機関」となっているものとし

ます。 

５. 問題文中の「一般投資家」は、金融商品取引法上の「特定投資家」

以外の投資家をいいます。 

 
 



 －2－ 〈金融窓口サービス技能検定〉 

【第１問】 次の各文章（(1)から(20)まで）の（  ）内に入るべき最も適切な文章、語句、

数字またはその組合せを選び、その番号を解答用紙にマークしなさい。〔20問〕 

 

(1) 2021年１月に改訂された金融庁の「顧客本位の業務運営に関する原則」では、①顧

客本位の業務運営に関する方針の策定・公表等、②顧客の最善の利益の追求、③

（ ㋐ ）の適切な管理、④手数料等の明確化、⑤重要な情報の分かりやすい提供、⑥

顧客にふさわしいサービスの提供、⑦（ ㋑ ）に対する適切な動機づけの枠組み等

の７つの原則が定められ、金融事業者が各々の置かれた状況に応じて、形式ではなく

実質において顧客本位の業務運営を実現することができるよう、「（ ㋒ ）・アプロー

チ」を採用している。 
 

１．㋐利益相反   ㋑従業員   ㋒プリンシプルベース 

２．㋐個人情報   ㋑顧客    ㋒プリンシプルベース 

３．㋐個人情報   ㋑従業員   ㋒ルールベース 

４．㋐利益相反   ㋑顧客    ㋒ルールベース 

 

(2) 休眠預金等活用法上、休眠預金等とは、（ ㋐ ）年１月以降に最後の入出金の取引

など（以下、「異動」という）があった預金等のうち、最終異動日等から10年を経過し

た預金等とされている。金融機関は、最終異動日等から（ ㋑ ）を経過した預金等

がある場合、当該預金等に係る最終異動日等から10年６カ月を経過する日までに、最

終異動日等に関する事項や休眠預金等代替金の支払に関する事項等の公告を行う。ま

た公告に先立ち、金融機関は、最終異動日等から（㋑）を経過した預金等の残高が

（ ㋒ ）円以上の預金者等に対し、当該預金等に係る事項の通知を行う。 
 

１．㋐2008   ㋑９年      ㋒5,000 

２．㋐2009   ㋑９年６カ月   ㋒5,000 

３．㋐2008   ㋑９年６カ月   ㋒10,000 

４．㋐2009   ㋑９年      ㋒10,000 

 



 －3－ 〈2021.5 ２級・学科〉 

(3) 全国銀行内国為替制度とは、国内の金融機関間で振込等に関する為替通知の授受と

その決済を行うための制度であり、当該制度の中心となるのが全銀システム（全国銀

行データ通信システム）である。金融機関間における為替通知の授受方法には、全銀

システムを利用するテレ為替、（ ㋐ ）や郵便・手形交換等を利用する（ ㋑ ）が

ある。なお、2018年10月からは、モアタイムシステムが稼動し、全銀システムの24 時

間365日化が実現したが、モアタイムシステムは（ ㋒ ）のみの取扱いとなっている。 
 

１．㋐新ファイル転送   ㋑電信為替   ㋒ＭＴデータ伝送 

２．㋐取立為替      ㋑電信為替   ㋒テレ為替 

３．㋐新ファイル転送   ㋑文書為替   ㋒テレ為替 

４．㋐取立為替      ㋑文書為替   ㋒ＭＴデータ伝送 

 

(4) 新規預金口座の開設や１回当たりの取引金額が（ ㋐ ）万円を超える外貨両替、

（ ㋑ ）万円を超える持参人払式小切手による現金受払い等の特定取引を行う場合、

金融機関は、犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認を行い、直ちに取引時確認記録

を作成し、当該取引に係る契約が終了した日から（ ㋒ ）年間保存しなければなら

ない。 
 

１．㋐100   ㋑10    ㋒５ 

２．㋐100   ㋑100   ㋒７ 

３．㋐200   ㋑10    ㋒７ 

４．㋐200   ㋑100   ㋒５ 

 

(5) 不当景品類及び不当表示防止法や全国銀行公正取引協議会が運営する「銀行業にお

ける景品類の提供の制限に関する公正競争規約」により、銀行等が顧客に提供する景

品類について、一般懸賞により提供する場合、取引価額の20倍以内の金額（当該金額

が（ ㋐ ）万円を超える場合は（㋐）万円以内）、かつ、景品類の総額は取引予定総

額の100分の（ ㋑ ）以内と定められている。また、懸賞によらず景品類を提供する

際に、取引価額が確定していない場合のきん少な額の景品類として、１回につき（ ㋒ ）

円以内のものや、銀行の宣伝用物品（貯金箱、家計簿等）が認められている。 
 

１．㋐20   ㋑３   ㋒1,500 

２．㋐20   ㋑２   ㋒1,000 

３．㋐10   ㋑３   ㋒1,000 

４．㋐10   ㋑２   ㋒1,500 

 



 －4－ 〈金融窓口サービス技能検定〉 

(6) 預金保険制度により保護される預金等の額は、決済用預金については（ ㋐ ）、そ

れ以外の一般預金等については、１金融機関ごとに合算して、預金者１人当たり元本

（ ㋑ ）万円までと破綻日までの利息等である。ただし、複数の金融機関が合併し、

合併前の各金融機関に預金等を預け入れていた場合、合併後（ ㋒ ）年間に限り、

保護される預金等の額は、決済用預金を除き「預金者１人当たり（㋑）万円×合併等

に関わった金融機関の数」により算出された額となる。 
 

１．㋐5,000万円   ㋑1,000   ㋒３ 

２．㋐全額      ㋑1,000   ㋒１ 

３．㋐5,000万円   ㋑2,000   ㋒１ 

４．㋐全額      ㋑2,000   ㋒３ 

 

(7) 金融商品取引業者等が、顧客に対して金融商品取引契約を勧誘する際に、過失によ

り誤った説明を行い、金融商品取引契約を締結した場合、金融商品取引法上の「虚偽

告知」に該当（ ㋐ ）とされる。また、投資運用業以外に関して虚偽告知を行った

金融商品取引業者等は、（ ㋑ ）年以下の懲役もしくは（ ㋒ ）万円以下の罰金ま

たはこれらが併科される可能性がある。 
 

１．㋐しない   ㋑３   ㋒300 

２．㋐しない   ㋑１   ㋒500 

３．㋐する    ㋑３   ㋒500 

４．㋐する    ㋑１   ㋒300 

 

(8) 金融商品取引法上、投資家は特定投資家と一般投資家に区分され、例えば、選択に

より一般投資家に移行可能な特定投資家には（ ㋐ ）、資本金（ ㋑ ）億円以上と

見込まれる株式会社等がある。顧客が特定投資家である場合、金融商品取引業者等に

課される行為規制のうち、市場の公正確保を目的とする（ ㋒ ）等の行為規制は適

用されるが、金融商品取引業者等と顧客との間の情報格差の是正を目的とする行為規

制は適用されない。 
 

１．㋐上場会社     ㋑５   ㋒損失補てんの禁止 

２．㋐上場会社     ㋑３   ㋒不招請勧誘の禁止 

３．㋐地方公共団体   ㋑５   ㋒不招請勧誘の禁止 

４．㋐地方公共団体   ㋑３   ㋒損失補てんの禁止 

 



 －5－ 〈2021.5 ２級・学科〉 

(9) 2019年末に存在が明らかになった新型コロナウイルス感染症は、2020年に入ってか

ら急速に拡がり、世界経済と金融市場に大きなマイナスの影響を及ぼした。多くの主

要先進国で感染拡大防止を目的とした大規模な行動規制が導入され、2020年（ ㋐ ）

の前期と比較した経済成長率は、過去最大のマイナス幅になった。翌四半期になると、

行動規制の緩和により経済成長率はプラスに戻ったものの、再び感染が拡大したこと

などで、特に（ ㋑ ）の回復が遅れ、経済全体の回復ペースも緩やかに留まった。

未曽有の事態を受けて、主要先進国では感染症対策の経済政策として（ ㋒ ）を行

うなど、中央銀行も金融緩和強化や民間部門の資金繰り支援に踏み切った。 
 

１．㋐４～６月期 ㋑飲食・宿泊を中心とするサービス業 

  ㋒大規模な財政支出 

２．㋐１～３月期 ㋑国際線を中心とする航空需要や観光部門 

  ㋒多額の国債発行 

３．㋐４～６月期 ㋑製造業部門の生産活動 

  ㋒対策費の財源確保のための増税 

４．㋐１～３月期 ㋑各国の輸出 

  ㋒補助金支給 

 

(10) 一般に、債券価格は市場金利が上昇すると下落し、クーポンレートが（ ㋐ ）ほ

ど、また、残存期間の長い債券ほど金利変動による価格の変動幅が大きくなる。なお、

残存期間の異なる債券の利回りの変化をグラフにしたものをイールドカーブといい、

残存期間の長い債券の利回りが残存期間の短い債券の利回りよりも高い状態を

（ ㋑ ）という。 
 

１．㋐高い   ㋑逆イールド 

２．㋐低い   ㋑順イールド 

３．㋐低い   ㋑逆イールド 

４．㋐高い   ㋑順イールド 

 



 －6－ 〈金融窓口サービス技能検定〉 

(11) 同業種である下記のＡ社とＢ社の株価を比較すると、Ａ社のＰＥＲは（ ㋐ ）倍、

Ｂ社のＰＥＲは（ ㋑ ）倍であり、ＰＥＲで判断する場合、株価はＡ社のほうがＢ

社よりも割高である。次に、ＰＢＲから判断する場合、株価はＡ社のほうがＢ社より

も（ ㋒ ）である。 
 

 Ａ社 Ｂ社 

株価 3,600円 560円 

当期純利益（年間） 2,400億円 7,000億円 

純資産（自己資本） 12,000億円 70,000億円 

発行済株式数 12億株 175億株 
 

１．㋐12   ㋑10   ㋒割高 

２．㋐12   ㋑14   ㋒割安 

３．㋐18   ㋑10   ㋒割安 

４．㋐18   ㋑14   ㋒割高 

 

(12) ＡファンドとＢファンドの過去５年間の運用パフォーマンスが下記の場合、無リス

ク資産の利子率を１％とすると、Ａファンドのシャープ・レシオは（ ㋐ ）であり、

Ｂファンドのシャープ・レシオは（ ㋑ ）である。シャープ・レシオで比較した場

合、（ ㋒ ）のほうが効率的な運用であったといえる。 
 

 実績収益率の平均値 実績収益率の標準偏差 

Ａファンド ５％ ４％ 

Ｂファンド ４％ ２％ 
 

１．㋐１    ㋑２    ㋒Ａファンド 

２．㋐1.25   ㋑1.5   ㋒Ａファンド 

３．㋐1.25   ㋑２    ㋒Ｂファンド 

４．㋐１    ㋑1.5   ㋒Ｂファンド 

 



 －7－ 〈2021.5 ２級・学科〉 

(13) 総合口座の貸越限度額（貸越極度額）は、一般に、定期預金等の場合は合計残高の

（ ㋐ ）％（最高200万円）と、国債等の場合は利付国債、政府保証債、地方債の額

面合計額の（ ㋑ ）％と割引国債の額面合計額の60％との合計額（最高200万円）を

合計した額である。総合口座の担保に定期預金または国債等があるときは、貸越利率

の低いもの、貸越利率が同一の場合は定期預金から先に担保に充当する。なお、貸越

利率が同一の国債等が数種ある場合には、（ ㋒ ）、政府保証債、地方債の順に担保

に充当する。 
 

１．㋐80   ㋑70   ㋒割引国債、利付国債 

２．㋐80   ㋑80   ㋒利付国債、割引国債 

３．㋐90   ㋑80   ㋒割引国債、利付国債 

４．㋐90   ㋑70   ㋒利付国債、割引国債 

 

(14) 預金の差押命令が（ ㋐ ）に送達された時に、金融機関に対して当該預金の弁済

禁止の効力が発生する。差押債権者は、差押命令が（ ㋑ ）に送達された日から、

（ ㋒ ）を経過した時から、差し押さえた当該預金を取り立てることができる。 
 

１．㋐第三債務者（金融機関）   ㋑債務者（預金者）      ㋒１週間 

２．㋐第三債務者（金融機関）   ㋑第三債務者（金融機関）   ㋒２週間 

３．㋐債権者           ㋑第三債務者（金融機関）   ㋒10日間 

４．㋐債務者（預金者）      ㋑債務者（預金者）      ㋒５日間 

 

(15) 火災保険は、一般に、保険期間を１年単位で最長（ ㋐ ）年まで設定することが

できる。火災保険で家財を保険の対象とする場合、自動車（自動二輪車を含み、総排

気量125㏄以下の原動機付自転車を除く）、通貨および預貯金証書は、保険の対象に

（ ㋑ ）。 
 

１．㋐15   ㋑含まれない 

２．㋐10   ㋑含まれない 

３．㋐15   ㋑含まれる 

４．㋐10   ㋑含まれる 

 



 －8－ 〈金融窓口サービス技能検定〉 

(16) 国が日本政策金融公庫を通じて行う教育一般貸付（国の教育ローン）の融資対象者

には所得制限があり、原則として、融資対象となる学校に入学・在学する者の保護者

（主に生計を維持している者）で、世帯で扶養している子が１人の場合、世帯年収の上

限額は（ ㋐ ）万円である。融資限度額は、子１人につき自宅から通学する場合は

350万円、自宅外から通学する場合は（ ㋑ ）万円である。また、返済期間は（ ㋒ ）

年以内だが、所定の要件を満たす場合は18年以内となる。 
 

１．㋐790   ㋑450   ㋒15 

２．㋐850   ㋑450   ㋒10 

３．㋐790   ㋑500   ㋒10 

４．㋐850   ㋑500   ㋒15 

 

(17) 遺言者は遺言で遺言執行者を（ ㋐ ）指定することができるが、（ ㋑ ）は遺言

執行者になることができない。また、遺言執行者は（ ㋒ ）ときから直ちにその任

務を行う必要がある。 
 

１．㋐１人だけ       ㋑遺言者の三親等内の親族   ㋒相続が開始した 

２．㋐１人または複数人   ㋑推定相続人         ㋒相続人の承諾を得た 

３．㋐１人だけ       ㋑未成年者          ㋒裁判所の許可を得た 

４．㋐１人または複数人   ㋑破産者           ㋒就職を承諾した 

 

(18) 障害基礎年金の支給要件の１つに障害認定日（原則として、初診日から（ ㋐ ）

を経過した日）において、障害等級（ ㋑ ）に該当する障害の状態にあることが挙

げられる。なお、障害基礎年金は、障害等級に応じて一定額が支給され、障害基礎年

金の受給権者によって生計を維持される（ ㋒ ）がいる場合には、加算額が加算さ

れる。また、20歳未満の間に初診日のある病気やケガについても、要件を満たしてい

れば、20歳到達日以後に障害基礎年金が支給される場合がある。 
 

１．㋐１年      ㋑１級または２級   ㋒配偶者および子 

２．㋐１年      ㋑１級～３級     ㋒子 

３．㋐１年６カ月   ㋑１級または２級   ㋒子 

４．㋐１年６カ月   ㋑１級～３級     ㋒配偶者および子 
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(19) 公的介護保険の保険者は、市町村および東京都の特別区（広域連合を設置している

場合もある。以下、「市区町村」という）であるが、事業の困難さを考慮して、国・都

道府県・各医療保険者が重層的に支え合う仕組みとなっている。介護給付および予防

給付に係る費用は、原則として、全体の（ ㋐ ）％を被保険者の保険料で賄い、残

りを国・都道府県・市区町村で負担する。被保険者は、第１号被保険者（市区町村の

区域内に居住する65歳以上の者）と第２号被保険者（市区町村の区域内に居住する

（ ㋑ ）歳以上65歳未満の公的医療保険加入者）に区分される。 
 

１．㋐50   ㋑45 

２．㋐50   ㋑40 

３．㋐60   ㋑40 

４．㋐60   ㋑45 

 

(20) 勤続年数22年３カ月の会社員が退職金を受け取る場合（障害者になったことを直接

の原因とする退職ではなく、ほかに退職金等はないものとし、「退職所得の受給に関す

る申告書」を提出しているものとする）、所得税の計算における退職所得控除額は、

「（ ㋐ ）万円＋70万円×（（ ㋑ ）年－20年）」で算出される。なお、退職金の支

払を受けるまでに「退職所得の受給に関する申告書」を支払者に提出しなかった場合、

退職金の額に（ ㋒ ）％の税率を乗じて計算した額に相当する税額が源泉徴収され

る。 
 

１．㋐700   ㋑22   ㋒20.42 

２．㋐700   ㋑23   ㋒20.315 

３．㋐800   ㋑22   ㋒20.315 

４．㋐800   ㋑23   ㋒20.42 
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【第２問】 次の各問（(21)から(40)まで）について、答を１つだけ選び、その番号を解答

用紙にマークしなさい。 〔20問〕 

 

(21) 犯罪収益移転防止法に基づく法人の取引時確認について、次のうち最も不適切なものは

どれか。 

１．株式会社などの資本多数決法人の実質的支配者の確認を行う場合、その議決権の過

半数を直接的・間接的に保有する自然人がいるときは、原則として、その者が実質的

支配者に該当する。 

２．上場企業について取引時確認を行う場合、現に取引の任にあたっている者の本人特

定事項および代理権の確認のみを行えば足りるとされている。 

３． 法人（上場企業を除く）の本人特定事項の確認を行う場合、法人の登記事項証明書、

定款の写し、印鑑登録証明書は、本人確認書類に該当する。 

 

(22) 振り込め詐欺救済法について、次のうち最も不適切なものはどれか。 

１．金融機関は、捜査機関等からの情報提供により自金融機関の預金口座等が犯罪利用

預金口座等である疑いがあると認めるときは、当該預金口座等について取引停止等の

措置を行わなければならない。 

２． 犯罪利用預金口座等の残高が10,000円未満の場合、被害回復分配金は支払われない。 

３．被害回復分配金の支払申請期間は、被害回復分配金の支払手続の開始に係る公告が

あった日の翌日から起算して30日以上でなければならない。 

 

(23) 成年後見制度について、次のうち最も不適切なものはどれか。 

１． 成年被後見人が行った法律行為は、日用品の購入等の日常生活に関する行為を除き、

本人または成年後見人が取り消すことができる。 

２．家庭裁判所は、成年被後見人の保護・支援の必要性をかんがみて成年後見人を選任

するが、成年後見人を複数選任することはできない。 

３．金融機関は、預金者等の取引先について成年後見等の開始がなされた旨の届出を受

けた場合、「登記事項証明書」または「審判書の銀行届出用抄本」および「確定証明書」

の提示を受けて成年後見制度の利用に関する確認を行う。 
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(24) 公募の投資信託の目論見書について、次のうち最も不適切なものはどれか。なお、本問

における「顧客」は一般投資家とする。 

１．交付目論見書は、投資判断の基準となる重要な情報を提供するために、投資信託の

販売会社が作成し、顧客に交付することが義務付けられている。 

２．顧客から同意を得ることにより、書面ではなく、メール等の電磁的方法により交付

目論見書を交付することが認められている。 

３．金融商品取引業者等は、顧客に交付目論見書を交付せずに募集を行い、投資信託を

取得させた場合、当該顧客が交付を受けなかったことによって被った損害を賠償する

責任を負う。 

 

(25) 金融商品取引法上の「契約締結前交付書面」について、次のうち最も不適切なものはど

れか。なお、本問における「顧客」は一般投資家とする。 

１．金融商品の手数料等の概要やクーリング・オフ制度の適用の有無等の特に重要な事

項について、契約締結前交付書面の枠内に12ポイント以上の大きさの文字・数字を用

いて明瞭かつ正確に記載することが義務付けられている。 

２．金融商品取引業者等は、顧客に契約締結前交付書面に記載するべき事項がすべて記

載されている交付目論見書を交付している場合、契約締結前交付書面の交付を省略す

ることができる。 

３．金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を締結する際に、あらかじめ顧客に契約

締結前交付書面を交付しなければならないが、顧客から交付を要しない旨の意思表示

があった場合、金融商品取引業者等に対する書面交付義務は免除される。 

 

(26) 金融商品取引法上の「適合性の原則」について、次のうち最も適切なものはどれか。 

１．金融商品取引業者等は、金融商品取引の勧誘を行う際に公平性を保つため、すべて

の顧客に対して一律に同じ内容の説明をしなければならない。 

２．適合性の原則は、一般投資家および特定投資家に対して適用される。 

３．金融商品取引業者等が、顧客に対して適合性の原則から著しく逸脱した金融商品取

引の勧誘により、当該取引を行わせた場合、民法上の不法行為に該当する場合がある。 
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(27) 投資信託の乗換え勧誘について、投資信託協会「受益証券等の乗換え勧誘時の説明義務

に関するガイドライン」等に照らし、次のうち最も不適切なものはどれか。 

１．投資信託はその形態・種類・運用方法等を問わず、すべて乗換え勧誘時の説明義務

の対象商品である。 

２．金融機関の職員が顧客から資金運用に関する相談を受け、相談に応じるなかで投資

信託の解約と募集を同時に提案した場合、乗換え勧誘に該当する。 

３．金融機関の職員が投資信託の乗換え勧誘時に口頭で説明を行った場合、その説明事

項について書面に記述する、あるいは説明内容を録音する等により社内記録を作成す

る必要がある。 

 

(28) 金融商品取引法上の「インサイダー取引規制」について、次のうち最も不適切なものは

どれか。 

１．上場会社等の業務等に関する重要事実の「公表」とは、３つ以上の報道機関に当該

重要事実を公開し、その公開から24時間以上経過したこと等と定められている。 

２．インサイダー取引規制の対象となる会社関係者には、上場会社等の役員、代理人、

使用人その他の従業者等が該当するが、会社関係者でなくなった後１年以内の者も、

会社関係者と同様にインサイダー取引規制の対象とされる。 

３．個人がインサイダー取引規制に違反して取引を行った場合、５年以下の懲役もしく

は500万円以下の罰金、またはこれらが併科される可能性があるほか、当該取引によっ

て得た財産を没収される可能性がある。 

 

(29) 新型コロナウイルス感染症の拡大に対して、2020年に日本銀行が採用した施策として、

次のうち最も不適切なものはどれか。 

１．国債やＣＰ（コマーシャルペーパー）の買入額を増やした。 

２．民間銀行が保有する日銀当座預金の一部にマイナス金利を適用する「マイナス金利

政策」を一時的に中止した。 

３．企業を中心とする民間部門への資金融資を支援するため、金利ゼロで民間銀行への

資金貸出を行った。 
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(30) 金融商品に係る各種リスクについて、次のうち最も適切なものはどれか。 

１．信用リスクとは、債券の発行体が債務不履行となり元利金の全部または一部の支払

ができなくなるリスクで、民間の格付会社によりその度合いが格付されており、一般

に、格付が引き下げられると債券の最終利回りも下落する。 

２．為替変動リスクとは、為替レートの変動により外貨建金融商品の価値が増減するリ

スクで、購入後の円高は、外貨建金融商品の円換算後の価格に対する上昇要因となる。 

３．カントリーリスクとは、金融商品の投資対象国で戦争等が発生したり、政治・経済

情勢等が変化したりすることにより損失を被るリスクで、一般に、新興国や開発途上

国ほどカントリーリスクが高い。 

 

(31) 景気動向指数について、次のうち最も不適切なものはどれか。 

１．景気動向指数には、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、ＣＩは構成する指標のうち、改善している指標の割合を

算出することで景気の各経済部門への波及の度合いを測定することを主な目的とする。 

２．ＣＩとＤＩには、それぞれ景気に対し先行して動く先行指数、ほぼ一致して動く一

致指数、遅れて動く遅行指数の３つの指数がある。 

３．景気動向指数の採用系列において、新規求人数（除学卒）は先行系列、完全失業率

は遅行系列に採用されている。 

 

(32) 表面利率が年1.0％、償還期間10年、発行価格98.25円（額面金額100円）で発行された

利付国債を、残存期間６年、額面100円につき98.85円で購入した場合、満期日に100円で

償還された際の最終利回りとして、次のうち最も適切なものはどれか。なお、最終利回り

は％表示で、小数点以下第４位を切捨てとし、税金・手数料等は考慮しないものとする。 

１．1.119％ 

２．1.170％ 

３．1.205％ 

 

(33) 仕組債、デリバティブ取引等について、次のうち最も不適切なものはどれか。 

１．デュアルカレンシー債とは、払込元本および利払いの通貨と償還元本の通貨が異な

る債券である。 

２．金利スワップとは、同一通貨間の異なる種類の金利を当事者間で交換する取引で、

元本の交換は行われない。 

３．オプション取引とは、将来の定められた期日（満期日）に特定の商品（原資産）を

現時点であらかじめ定められた価格（権利行使価格）で買うまたは売る権利を売買す

る取引で、オプションの買い手は売り手の権利行使に従う義務がある。 
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(34) 下記の【条件】で円貨を米ドルに替えて、米ドル建定期預金の預入を行った場合、満期

時の円貨による受取利息額（税引後）として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、

計算過程において外貨に端数が生じる場合は小数点以下第３位を切捨てとし、円貨に端数

が生じる場合は円未満を切捨てとする。 

【条件】 

・預入金額：2,000,000円 

・預入期間：１年（365日） 

・適用利率（年率）：0.5％ ※利息は１年を360日として日割計算すること 

・税区分：課税扱いとし、税率は現行税率を適用すること 

・適用為替レート（１米ドル当たり） 

 ＴＴＳ ＴＴＭ ＴＴＢ 

預入時 105.20円 104.20円 103.20円 

満期時 110.50円 109.50円 108.50円 

・先物為替予約：なし 
 

１．8,207円 

２．8,333円 

３．8,491円 

 

(35) 小切手の支払に係る支払銀行の対応として、次のうち最も不適切なものはどれか。 

１．呈示された小切手の金額欄が手書きで「金100万円」と記入されていた場合、形式が

不備であることから０号不渡事由として支払を拒絶することができる。 

２．小切手が呈示された際に、支払銀行において振出人との当座勘定取引はあるが、当

座預金残高が当該小切手金額に満たず、支払資金が不足していた場合、第１号不渡事

由である「資金不足」に該当し、支払を拒絶することができる。 

３． 支払呈示期間の経過した小切手が呈示された場合でも、「呈示期間経過後」の事由で

支払を拒絶することはできない。 
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(36) 生命保険の各種特約の一般的な特徴について、次のうち最も不適切なものはどれか。 

 なお、本問において主契約となる生命保険は、2012年１月１日以後に契約したものとする。 

１．リビング・ニーズ特約とは、原因を問わず被保険者の余命が６カ月以内であると判

断された場合、主契約の死亡保険金の一部または全部（上限3,000万円）を生前給付金

として受け取ることができる特約で、当該給付金は非課税所得となる。 

２． 災害割増特約とは、不慮の事故で180日以内に死亡・高度障害となった場合や所定の

感染症により死亡・高度障害となった場合に保険金を受け取ることができる特約で、

災害割増特約の保険料は、一般の生命保険料控除の対象とならない。 

３．先進医療特約とは、公的医療保険制度の給付対象とならない先進的な医療技術のう

ち、厚生労働大臣が定める先進医療に該当する療養を受けた場合、療養を受けた病院

に関わらず、その技術料相当額の給付金を受け取ることができる特約である。 

 

(37) 贈与税について、次のうち最も不適切なものはどれか。 

１．暦年課税による贈与税の税率は、贈与を受けた年の１月１日において20歳以上の者

が、直系尊属（父母・祖父母等）から贈与を受けた場合の特例贈与財産とそれ以外の

一般贈与財産に区分される。 

２． 相続時精算課税の適用を受けた場合、特定贈与者ごとに特別控除額として累計1,500

万円まで贈与税が課されず、その額を超えた部分については一律20.315％の税率によ

り贈与税が課される。 

３．個人が法人から贈与を受けた財産は、原則として、一時所得として所得税の課税対

象となり、贈与税の課税対象とならない。 

 

(38) 国民年金の第１号被保険者の保険料の納付猶予制度および免除制度について、次のうち

最も適切なものはどれか。 

１．保険料の納付猶予制度では、20歳から60歳未満の者で、本人および配偶者の前年所

得（１月から６月までに申請する場合は前々年所得）が一定額以下の場合、本人が申

請書を提出し、申請後に承認されることで保険料の納付が猶予される。 

２．産前産後期間の国民年金の保険料が申請により全額免除された期間は、保険料納付

済期間に算入される。 

３．学生は本人の所得金額の多寡にかかわらず、所定の申請により、学生納付特例制度

の適用を受けることができる。 

 



 －16－ 

（終） 

〈金融窓口サービス技能検定〉 

(39) 公的年金の遺族給付について、次のうち最も不適切なものはどれか。 

１．被用者年金制度に加入歴がなく、国民年金の第１号被保険者として受給資格期間が

12年（144月）ある老齢基礎年金の受給者が66歳で死亡した場合、所定の要件を満たす

子のある配偶者または子は、遺族基礎年金を受給することができる。 

２．厚生年金保険の被保険者期間中に死亡した夫の遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給

していた子のある妻が、子が18歳到達年度の末日を迎えて遺族基礎年金を受給するこ

とができなくなった場合、妻の年齢が40歳以上65歳未満であれば、その時から妻が65

歳になるまで遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が加算される。 

３．遺族厚生年金を受給していた者が65歳になり、自身の老齢厚生年金も受給すること

ができるようになった場合、老齢厚生年金が全額支給され、遺族厚生年金は支給が停

止される。ただし、遺族厚生年金の額が老齢厚生年金の額より高い場合、その差額が

支給される。 

 

(40) 源泉徴収制度について、次のうち最も不適切なものはどれか。 

１．雑所得となる公的年金等のうち、収入金額からその年金に応じて定められている一

定の控除額を差し引いた額に10.21％の税率を乗じた金額が、所得税（復興特別所得税

を含む）として源泉徴収される。 

２．国内で支払を受ける預貯金の利子は、原則として、源泉分離課税の対象となり、確

定申告を行うことができない。 

３．保険期間が５年以下または保険期間が５年を超える契約であっても５年以内に解約

された、一時払養老保険の解約返戻金の差益は、源泉分離課税の対象となる。 

 

 


