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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、2021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　１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。
○３月４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、2021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 

・障害者等の特別マル優＝障害者等の少額公債の利子の非課税制度 

・障害者等のマル優＝障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度 

・日本証券業協会「高齢顧客への勧誘による販売に係るガイドライン」 

 ＝高齢顧客への勧誘による販売に係る「協会員の投資勧誘、顧客

管理等に関する規則」等の一部改正及び「協会員の投資勧誘、顧

客管理等に関する規則第５条の３の考え方」（高齢顧客への勧誘に

よる販売に係るガイドライン） 

・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 

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) 金融庁の「顧客本位の業務運営に関する原則」では、金融事業者が顧客本位の業務

運営におけるベスト・（ ㋐ ）を目指すうえで有効と考えられる下記の７つの原則が

定められている。 

原則１．顧客本位の業務運営に関する方針の策定・公表等 

原則２．顧客の 善の利益の追求 

原則３．（ ㋑ ）の適切な管理 

原則４．手数料等の明確化 

原則５．重要な情報の分かりやすい提供 

原則６．顧客にふさわしい（ ㋒ ）の提供 

原則７．従業員に対する適切な動機づけの枠組み等 
 

１．㋐プラクティス   ㋑利益相反   ㋒サービス 

２．㋐プラクティス   ㋑個人情報   ㋒リテラシー 

３．㋐ストラテジー   ㋑利益相反   ㋒リテラシー 

４．㋐ストラテジー   ㋑個人情報   ㋒サービス 

 

(2) 仕向銀行の振込処理が完了した後に、振込依頼人から当該振込金額の変更依頼を受

けた場合、仕向銀行は（ ㋐ ）手続を行うが、振込資金が既に振込先の口座に入金

されている場合には、（ ㋑ ）の承諾を得る必要がある。一方、仕向銀行の錯誤によ

る振込金額の相違等の場合、仕向銀行は被仕向銀行に対して（ ㋒ ）依頼を行う必

要がある。 
 

１．㋐返還   ㋑被仕向銀行   ㋒取消 

２．㋐組戻   ㋑受取人     ㋒取消 

３．㋐組戻   ㋑被仕向銀行   ㋒訂正 

４．㋐返還   ㋑受取人     ㋒訂正 

 

 



 －3－ 〈2022.1 ２級・学科〉

(3) 犯罪収益移転防止法に基づき法人（上場企業等を除く）の取引時確認を行う際には、

法人の実質的支配者の有無を確認する必要がある。株式会社などの資本多数決法人の

場合、原則として、直接的・間接的に（ ㋐ ）％を超える議決権を保有している自

然人が自然人Ａのみの場合、自然人Ａは実質的支配者に該当する。ただし、自然人Ａ

以外に直接的・間接的に（ ㋑ ）％を超える議決権を保有している自然人Ｂがいる

場合、（ ㋒ ）が実質的支配者に該当する。なお、当該自然人が当該法人の事業経営

を実質的に支配する意思または能力を有していないことが明らかな場合、実質的支配

者に該当しない。 
 

１．㋐20   ㋑50   ㋒自然人Ａおよび自然人Ｂ 

２．㋐20   ㋑75   ㋒自然人Ｂのみ 

３．㋐25   ㋑60   ㋒自然人Ａおよび自然人Ｂ 

４．㋐25   ㋑50   ㋒自然人Ｂのみ 

 

(4) 休眠預金等活用法上、休眠預金等とは（ ㋐ ）年１月以降に 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、 終異動日等から10年を経過し

た預金等とされ、外貨預金や譲渡性預金は休眠預金等の対象となる預金等に該当

（ ㋑ ）。 終異動日等から９年以上が経ち、預入先の金融機関から預金保険機構へ

移管の対象となりうる預金等がある場合、当該預金等に係る 終異動日等から10年６

カ月を経過する日までに、（ ㋒ ）により 終異動日等に関する事項、預金等に係る

債権が消滅する旨、休眠預金等代替金の支払に関する事項等の公告が行われる。 
 

１．㋐2009   ㋑する     ㋒預金保険機構 

２．㋐2010   ㋑する    ㋒金融機関 

３．㋐2010   ㋑しない    ㋒預金保険機構 

４．㋐2009   ㋑しない   ㋒金融機関 

 

(5) でんさいとは、株式会社全銀電子債権ネットワーク（以下、「でんさいネット」とい

う）が取り扱う電子記録債権を指し、でんさいの発生・譲渡等は窓口金融機関を通じ

て行われ、その利用料金は利用内容に応じて、（ ㋐ ）が設定している。でんさいを

分割譲渡する場合、分割する子債権の債権額は（ ㋑ ）円以上でなければならない。

ただし、分割譲渡の結果、親債権の債権額が（㋑）円未満となる分割は可能である。 
 

１．㋐窓口金融機関    ㋑10,000 

２．㋐窓口金融機関    ㋑1,000 

３．㋐でんさいネット   ㋑10,000 

４．㋐でんさいネット   ㋑1,000 

 



 －4－〈金融窓口サービス技能検定〉 

(6) 金融商品取引法上、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だけではなく、会社関係者ではなくなっ

た後（ ㋐ ）年以内の者も含まれる。会社関係者は上場会社等に係る業務等に関す

る重要事実が公表された後でなければ、当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買

等を行ってはならず、公表とは具体的に、（ ㋑ ）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（ ㋒ ）時間以上経過すること等と定められている。 
 

１．㋐２   ㋑２   ㋒24 

２．㋐２   ㋑３   ㋒12 

３．㋐１   ㋑２   ㋒12 

４．㋐１   ㋑３   ㋒24 

 

(7) 投資信託等の取引残高報告書は、投資信託等の売買に係る金融商品取引契約が成立

または当該受渡しを行った場合、（ ㋐ ）が作成し、原則として（ ㋑ ）に１回の

頻度で顧客（一般投資家）に交付される。直近に取引残高報告書を作成した日から１

年間金融商品取引契約等がない場合でも、預り残高があれば、（ ㋒ ）に１回以上の

頻度で顧客に交付される。 
 

１．㋐運用会社   ㋑３カ月   ㋒半年 

２．㋐運用会社   ㋑半年    ㋒１年 

３．㋐販売会社   ㋑３カ月   ㋒１年 

４．㋐販売会社   ㋑半年    ㋒半年 

 

(8) 生命保険契約者保護機構（以下、「保護機構」という）は、（ ㋐ ）に基づいて設

立・事業開始した法人であり、国内で事業を行うすべての生命保険会社が会員として

加入している。生命保険会社が破綻した場合、保護機構は、破綻した生命保険会社の

契約を引き継ぐ救済保険会社あるいは（ ㋑ ）保険会社に対して、必要に応じて資

金援助等を行うなど、保険契約を継続させて保険契約者の保護を図る。保護機構の補

償対象となる保険契約については、高予定利率契約の場合を除き、原則として破綻時

点での（ ㋒ ）等の90％まで補償される。 
 

１．㋐保険法    ㋑引継   ㋒責任準備金 

２．㋐保険法    ㋑承継   ㋒解約返戻金 

３．㋐保険業法   ㋑引継   ㋒解約返戻金 

４．㋐保険業法   ㋑承継   ㋒責任準備金 
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(9) 2020年から2021年上半期までの世界経済の動向を振り返ると、2020年３月頃から欧

米では新型コロナウイルス感染症の拡大を受けてロックダウンが行われたため、2020

年４～６月期の経済活動水準は大幅に低下した。その後、主要先進国のなかでは経済

活動の再開を優先した（ ㋐ ）が先行して回復したのに対して、（㋐）以外の国では

感染再拡大の影響で再び経済活動水準が低下する局面に陥り、回復がやや遅れた。部

門別では、輸出や製造業の生産活動が比較的順調に回復したのに対してサービス部門

は回復が遅れ、特に（ ㋑ ）は大きな打撃を受けた。この間、金融市場では2020年

３月頃に世界的に株価が下落したが、その後は総じて上昇に転じた。各国の経済活動

水準が大幅に低下したにもかかわらず株価が上昇した要因の１つに、（ ㋒ ）があっ

た。 
  

１．㋐欧州   ㋑運輸業      ㋒新型コロナウイルスのワクチン開発 

２．㋐米国   ㋑観光業      ㋒各国政府・中央銀行による大規模な経済政策 

３．㋐欧州   ㋑飲食業・宿泊業  ㋒米国大統領選挙での政権交代 

４．㋐米国   ㋑情報サービス業  ㋒貿易摩擦を起こしていた米中関係の改善 

  

(10) 東京証券取引所には市場第一部、市場第二部、マザーズおよびＪＡＳＤＡＱの４つ

の市場区分があるが、2022年４月４日から「プライム市場・（ ㋐ ）市場・（ ㋑ ）

市場」の３つに変更される予定である。新たな３つの市場区分では、それぞれのコン

セプトに応じて、企業の継続性および収益性や（ ㋒ ）などに係る上場基準が設け

られている。その基準が も厳しいのはプライム市場で、例えば、（ ㋓ ）は800人

以上、流通株式時価総額は100億円以上とされている。 
 

１．㋐ベーシック            ㋑ベンチャー 

㋒コーポレート・ガバナンス     ㋓社員数 

２．㋐ベーシック            ㋑グロース 

㋒ダイバーシティ・ガイドライン   ㋓株主数 

３．㋐スタンダード           ㋑ベンチャー 

㋒環境報告書            ㋓社員数 

４．㋐スタンダード           ㋑グロース  

㋒コーポレート・ガバナンス    ㋓株主数 

 

 



 －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、ＰＥＲで判断する場合、（ ㋐ ）

の株価のほうが割高であり、ＰＢＲで判断する場合、（ ㋑ ）の株価のほうが割高で

ある。また、ＲＯＥで判断する場合、Ｂ社の資本効率のほうが（ ㋒ ）といえる。 
 

 Ａ社 Ｂ社 

株価 2,000円 1,000円 

１株当たり純利益 250円 50円 

１株当たり純資産 1,000円 250円 

１株当たり配当金（年間） 25円 25円 
 

１．㋐Ａ社   ㋑Ａ社   ㋒悪い    

２．㋐Ａ社   ㋑Ｂ社   ㋒よい    

３．㋐Ｂ社   ㋑Ｂ社   ㋒悪い    

４．㋐Ｂ社   ㋑Ａ社   ㋒よい    

 

(12) 下記の各ポートフォリオについて、無リスク資産の利子率を２％とすると、ポート

フォリオＡのシャープ・レシオは（ ㋐ ）、ポートフォリオＢのシャープ・レシオは

（ ㋑ ）、ポートフォリオＣのシャープ・レシオは（ ㋒ ）となる。シャープ・レ

シオで比較した場合、（ ㋓ ）が も効率的な運用であったといえる。 
 

 実績収益率 標準偏差 

ポートフォリオＡ ５％ ４％ 

ポートフォリオＢ 12％ ５％ 

ポートフォリオＣ 16％ ８％ 
 

１．㋐0.75   ㋑2.4    ㋒1.75    ㋓ポートフォリオＡ 

２．㋐0.75   ㋑２    ㋒1.75    ㋓ポートフォリオＢ 

３．㋐１    ㋑2.2    ㋒1.875    ㋓ポートフォリオＡ 

４．㋐1.25   ㋑2.4   ㋒２     ㋓ポートフォリオＢ 
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(13) 勤労者財産形成住宅貯蓄は１人１契約に限られ、契約締結時に満（ ㋐ ）歳未満

の勤労者であること、積立期間が（ ㋑ ）年以上あること等の加入要件があり、預

貯金のみで積み立てる場合、勤労者財産形成年金貯蓄と合わせて元本（預入額および

元加利息）550万円までの利子等が非課税となる。勤労者財産形成住宅貯蓄を非課税の

適格要件外で払い出した場合、利子等に対して課税されるとともに、払出日から遡っ

て（ ㋒ ）年間に非課税で支払われた利子等が課税扱いとなる。 
 

１．㋐55   ㋑５   ㋒５ 

２．㋐50   ㋑10   ㋒５ 

３．㋐55   ㋑10   ㋒３ 

４．㋐50   ㋑５   ㋒３ 

 

(14) 定期積金とは、あらかじめ定められた期間、一定額の掛金を定期的に積み立てて、

満期日に給付契約金を受け取る商品である。満期日に受け取る給付契約金額と掛金総

額との差額を給付補填金といい、所得税法上、給付補填金は（ ㋐ ）として課税対

象となり、個人の場合は（ ㋑ ）が適用され、確定申告を行うことが（ ㋒ ）。 
 

１．㋐雑所得    ㋑源泉分離課税   ㋒できない 

２．㋐雑所得    ㋑申告分離課税   ㋒できる 

３．㋐利子所得   ㋑総合課税     ㋒できる 

４．㋐利子所得   ㋑源泉分離課税   ㋒できない 

 

(15) 地震保険は、損害の程度により保険金額の一定割合が支払われる。損害の程度が全

損に該当した場合は保険金額の100％（時価額が限度）、大半損に該当した場合は保険

金額の（ ㋐ ）％（時価額の（㋐）％が限度）、小半損に該当した場合は保険金額の

30％（時価額の30％が限度）、一部損に該当した場合は保険金額の（ ㋑ ）％（時価

額の（㋑）％が限度）が支払われる。損害の認定基準について、居住用建物の主要構造

部の損害額が時価額の（ ㋒ ）％以上の場合は全損と認定され、時価額の（ ㋓ ）％

以上20％未満の場合は一部損と認定される。 
 

１．㋐60   ㋑10   ㋒50   ㋓５ 

２．㋐50   ㋑10   ㋒60   ㋓３ 

３．㋐50   ㋑５   ㋒60   ㋓５ 

４．㋐60   ㋑５   ㋒50   ㋓３ 
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(16) 生命保険の保険料は、予定（ ㋐ ）率、予定利率、予定事業費率の３つの予定基

礎率に基づいて算出される。一般に、個人年金保険（終身年金）において、被保険者

の年齢や基本年金額等の他の契約内容が同一の場合、被保険者が男性よりも女性のほ

うが保険料は（ ㋑ ）なる。また、同一の契約内容であっても、予定利率が引き下

げられた場合、新たに契約する個人年金保険の保険料は従前に比べて（ ㋒ ）なる。 
 

１．㋐死亡     ㋑安く   ㋒安く    

２．㋐純保険料   ㋑高く   ㋒安く    

３．㋐死亡     ㋑高く   ㋒高く    

４．㋐純保険料   ㋑安く   ㋒高く    

 

(17) 相続時精算課税制度を利用できるのは、贈与をした年の（ ㋐ ）において贈与者

が（ ㋑ ）歳以上の父母または祖父母（住宅取得等資金を贈与する場合を除く）で、

受贈者が20歳以上の子または孫である場合に限られる。当該制度を選択した場合、特

定贈与者ごとに特別控除額として累計2,500万円までの贈与について贈与税は課されな

いが、その額を超える部分については、一律（ ㋒ ）％の税率により贈与税が課さ

れる。 
 

１．㋐１月１日   ㋑60   ㋒20 

２．㋐１月１日   ㋑50   ㋒15 

３．㋐12月31日   ㋑50   ㋒20 

４．㋐12月31日   ㋑60   ㋒15 

 

(18) 申出人（相続人）は法定相続情報証明制度に係る必要書類の提出を登記所（法務局）

に行うことにより、登記官から認証文を付した法定相続情報一覧図の写しの交付を

（ ㋐ ）で受けることができる。法定相続情報一覧図は申出日の翌年から起算して

（ ㋑ ）年間保管され、この期間内であれば申出人は写しの再交付を受けることがで

きる。記載要件を満たした法定相続情報一覧図の写しは、金融機関での相続手続や相

続税の申告に利用でき、被相続人の死亡に起因する年金等手続に（ ㋒ ）。 
 

１．㋐所定の手数料   ㋑５   ㋒は利用できない 

２．㋐所定の手数料   ㋑７   ㋒も利用できる 

３．㋐無料       ㋑５   ㋒も利用できる 

４．㋐無料       ㋑７   ㋒は利用できない 
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(19) 雇用保険の高年齢雇用継続給付には、高年齢（ ㋐ ）給付金と高年齢再就職給

付金の２つの給付がある。そのうち高年齢（㋐）給付金は、雇用保険の被保険者であっ

た期間が５年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者に対して、原則と

して、60歳以後に継続雇用等された際の各月（支給対象月）に支払われた賃金額（み

なし賃金額を含む）が、60歳到達時点の賃金月額の（ ㋑ ）％相当額を下回る場合

に支給される。高年齢（㋐）給付金の額は、支給対象月ごとに賃金額の低下率に応じ

て算出され、賃金額が60歳到達時点の賃金月額の（ ㋒ ）％相当額を下回る場合、

当該給付金の額は賃金額の15％相当額となる。 
 

１．㋐雇用継続付加   ㋑75   ㋒51 

２．㋐雇用継続付加   ㋑70   ㋒61 

３．㋐雇用継続基本   ㋑75   ㋒61 

４．㋐雇用継続基本   ㋑80   ㋒51 

 

(20) 遺族基礎年金は、原則として国民年金の被保険者または被保険者であった者が死亡

した場合や、老齢基礎年金の受給権者および老齢基礎年金の受給資格期間を満たした

者で、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算して（ ㋐ ）

年以上ある者が死亡した場合に、死亡した者によって生計を維持されていた「子のある

（ ㋑ ）」または「子」に支給される。支給対象者となる「子」は、18歳到達年度の

末日を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級（ ㋒ ）の障害状態

にある者等の要件を満たしている必要がある。 
 

１．㋐25   ㋑妻     ㋒１級から３級 

２．㋐25   ㋑配偶者   ㋒１級または２級 

３．㋐10   ㋑妻     ㋒１級または２級 

４．㋐10   ㋑配偶者   ㋒１級から３級 
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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) 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．成年被後見人が単独で、金融機関と投資信託等の金融商品取引契約を締結した場合、

成年後見人は、その契約を取り消すことができる。 

２．成年後見の開始事由が消滅した場合、後見開始の審判の取消しを申し立てることが

できるのは、本人、配偶者および三親等内の親族のみである。 

３．家庭裁判所は、成年後見人を複数選任することができる。 

 

(22) 金融機関における反社会的勢力への対応等について、金融庁の「中小・地域金融機関向

けの総合的な監督指針」等に照らし、次のうち最も不適切なものはどれか。 

１. 反社会的勢力との取引を未然に防止するため、反社会的勢力に関する情報等を活用

した適切な事前審査の実施が求められている。 

２. 反社会的勢力との取引解消に向けた取組みとして、取引開始後に取引の相手方が反

社会的勢力であると判明した場合、可能な限り回収を図るなど、反社会的勢力への利

益供与とならないように配慮することが求められている。 

３. 反社会的勢力から不当要求があった場合、民事上の法的対抗手段は講じるが、警察

への被害届の提出については、積極的には行わないことが求められている。 

 

(23) 犯罪収益移転防止法に定める「疑わしい取引の届出」について、金融庁の「マネー・ロー

ンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」に照らし、金融機関が求められ

る対応として、次のうち最も不適切なものはどれか。 

１．疑わしい取引の該当性について、国によるリスク評価の結果のほか、外国ＰＥＰｓ

該当性、顧客属性、当該顧客が行っている事業等の事情を考慮することが求められて

いる。 

２．疑わしい取引の届出を契機にリスクが高いと判断した顧客について、顧客リスク評

価を見直し、当該リスク評価に見合ったリスク低減措置を行うことが求められている。 

３．脱税の可能性がある取引に関する疑わしい取引の届出は、金融機関を所管する行政

庁ではなく、金融機関から国税庁へ直接届出を行うことが求められている。 
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(24) 金融商品取引法上の「広告等の規制」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が国債を販売する際に、自社作成のものではなく財務省作成の

個人向け国債に係るポスター等を利用する場合であっても、販売を行う当該金融商品

取引業者等には広告等の規制が適用される。 

２．金融商品取引業者等の単なる求人広告・会社案内・イメージ広告についても、広告

等の規制が適用される。 

３．金融商品取引業者等が特定投資家に対して金融商品の勧誘・販売を行う場合にも、

広告等の規制が適用される。 

 

(25) 金融商品取引法上の「断定的判断の提供等の禁止」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が、金融商品の勧誘・販売を行う際に「絶対に」や「必ず」と

いう言葉を使用しなくても、顧客に不確実な事項を確実であると誤解させるおそれの

あることを告げる行為は、断定的判断の提供等に該当する場合がある。 

２．金融商品取引業者等が、金融商品の勧誘・販売を行う際に、合理的根拠に基づいて

将来の価格上昇を断言する行為は、結果的に顧客に利益が生じた場合には、断定的判

断の提供等に該当しない。 

３．金融商品取引業者等が、金融商品の勧誘・販売を行う際に、将来の不確実な事項に

関してリサーチレポート等を提示して説明することは可能だが、個人的な意見を顧客

に伝えることはいっさい認められない。 

 

(26) 金融商品取引法上の「損失補填等の禁止」について、次のうち最も不適切なものはどれ

か。なお、同法上で規定されている「事故」による損失補填等の場合を除く。 

１．金融商品取引業者等が顧客に対して、有価証券売買取引等の際に、あらかじめ定め

た額の利益が生じない場合に不足した額の全部または一部を補填し、財産上の利益を

提供する旨を約束する行為は、損失補填等の禁止行為に該当する。 

２．金融商品取引業者等が第三者に対して、有価証券売買取引等の契約後に、顧客に生

じた損失の補填を行わせる行為は、損失補填等の禁止行為に該当する。 

３．顧客が金融商品取引業者等に対して、有価証券売買取引等の契約後に、顧客に生じ

た利益に財産上の利益を追加するよう約束させる行為は、損失補填等の禁止行為に該

当しない。 
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(27) 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．広義の適合性の原則とは、顧客の知識、経験、財産の状況および金融商品取引契約

を締結する目的等に照らして、個々の顧客に適合した金融商品の勧誘を行わなければ

ならないという考え方である。 

２．顧客が金融商品取引業者等からの顧客の属性等を確認するための質問に対して回答

を拒んだ場合、金融商品取引業者等は直ちに当該顧客との金融商品取引を中止しなけ

ればならない。 

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の

勧誘・販売を行った場合、金融商品取引法に違反するだけではなく、民法上の不法行

為に該当するおそれがある。 

 

(28) 日本証券業協会の「高齢顧客への勧誘による販売に係るガイドライン」に照らし、高齢

顧客への金融商品の勧誘・販売について、次のうち最も不適切なものはどれか。 

１．高齢顧客に該当する年齢の顧客であっても、当該高齢顧客の記憶力および理解力等

や収入、保有資産の状況によっては、年齢を問わず本ガイドラインの対象外とするこ

とができる。 

２．高齢顧客への取引内容の連絡・確認は、必ずしもすべての高齢顧客に対して一取引

ごとに行う必要はなく、当該高齢顧客の属性や取引状況等を勘案し、リスクベースで

頻度および方法等を社内規則等で定めて行えばよいと考えられている。 

３．高齢顧客の状況把握（健康、保有資産および保有商品の現状に関する認識等）は、

担当営業員が継続的に行い、内部管理責任者等の内部管理者に連絡・報告することが

求められている。 

 

(29) 近年、ＳＤＧｓの達成を支援するため、金融機関が投資および融資を行う際に考慮する

べき指針としてＥＳＧが考えられている。金融機関によるＥＳＧに沿った取組みとして、

次のうち最も不適切なものはどれか。 

１．安価な発電が可能な石炭火力発電所の新設資金貸出を増やす。 

２．新型コロナウイルス感染症に効果のある新薬開発資金の貸出に取り組む。 

３．再生可能エネルギー普及のため、風力発電所の建設資金貸出を増やす。 
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(30) 主な経済指標について、次のうち最も適切なものはどれか。 

１．ＧＤＰ（国内総生産）とは、一定期間内に国内で生産されたすべての財・サービス

の付加価値の総額を示すもので、参照年からの物価の上昇・下落分を取り除いた値で

ある名目値と、実際に市場で取引されている価格に基づいて推計された値である実質

値がある。 

２．全国企業短期経済観測調査（日銀短観）とは、各年度の売上や利益などの実績・計

画のほか、国内企業の業況に関する判断など、企業活動全般にわたる項目についての

調査で、日本銀行が四半期に一度発表している。 

３．景気動向指数とは、生産、雇用などさまざまな経済活動で重要かつ景気に敏感に反

応する指標の動きを統合することによって、景気の将来予測に資するために作成され

た総合的な景気指標で、経済産業省が隔月で発表している。 

 

(31) 債券に係る各種リスクについて、次のうち最も不適切なものはどれか。 

１．債券の格付とは、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（信用リスク）を民間の格付会社が評価し、そのリスク度合い

を、記号等を用いてランク付けしたものである。 

２．外国債券とは、発行者、通貨、発行場所のすべてが国外の要素を有している債券を

いい、外国債券には常に為替変動リスクが生じる。 

３．金利リスクとは、市場金利の変動により債券価格が変動するリスクで、他の条件が

同一の債券を比較した場合、一般に、残存期間の長い債券のほうが残存期間の短い債

券よりも金利リスクが大きい。 

 

(32) 小切手の支払呈示について、次のうち最も不適切なものはどれか。 

１．小切手の支払呈示期間の末日が休日（銀行休業日）の場合、翌取引日まで支払呈示

期間が伸長される。 

２．先日付小切手が小切手に記載されている振出日到来前に呈示された場合、支払金融

機関は当該先日付小切手の支払を行うことができない。 

３．支払呈示期間の経過した小切手が呈示された場合、支払委託の取消しがない限り、

小切手法上、支払金融機関は当該小切手の支払を行うことができる。 
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(33) 信託銀行等が行う遺言信託について、次のうち最も適切なものはどれか。 

１．遺言信託を受託した信託銀行等は、遺言の内容や財産、推定相続人の変動等につい

て、定期的に照会を行う。  

２．遺言者は、信託銀行等を遺言執行者に指定した公正証書遺言を作成し、その原本が

信託銀行等で保管される。 

３．遺言者の死亡に伴い、遺言執行者に指定された信託銀行等は、遺言の内容に則り、

不動産等の名義変更手続や認知の手続を行う。 

 

(34) 各種投資信託の特徴について、次のうち最も不適切なものはどれか。 

１．公社債投資信託とは、投資信託約款上、株式を投資対象にできない旨を定めている

投資信託で、その収益分配金は配当所得として課税対象となる。 

２．ＥＴＦ（上場投資信託）は市場価格で売買が行われ、証券取引所の立会時間中に

成行注文および指値注文によって取引することができる。 

３．Ｊ－ＲＥＩＴ（上場不動産投資信託）は、不動産投資法人が配当可能利益の90％超

を投資家に分配する等の一定の要件を満たすことで、支払分配金を損金に算入するこ

とができるため、他の投資信託と比べて分配金額が高い傾向にある。 

 

(35)  表面利率が年0.9％、償還期間10年の利付国債について、次のうち所有期間利回りが最

も低いものはどれか。なお、計算にあたっては、所有期間利回りは％表示で、小数点以下

第４位を四捨五入し、税金・手数料等は考慮しないものとする。 

１．新発債を額面100円につき99円で購入し、６年後に99.6円で売却した場合 

２．発行後２年の既発債を額面100円につき99.2円（買付価格）で購入し、４年後に99.6

円で売却した場合 

３．発行後４年の既発債を額面100円につき99.4円（発行価格）で購入し、２年後に99.6

円で売却した場合 

 

(36) 各種生命保険の一般的な商品性について、次のうち最も不適切なものはどれか。 

１．特定疾病保障定期保険は、被保険者ががん（悪性新生物）と診断された場合、また

は急性心筋梗塞、脳卒中により所定の状態になった場合、生前に死亡保険金と同額の

特定疾病保険金が支払われる。 

２．住宅ローン利用時に加入する団体信用生命保険は、住宅ローンの債務者を契約者お

よび被保険者、融資を行った金融機関を保険金受取人として契約する生命保険である。 

３．こども保険（学資保険）の保険期間中に、契約者（＝保険料負担者）である親が死

亡または所定の高度障害状態になった場合、その後の保険料の払込みが不要とされる。 
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(37) 国民年金の付加保険料および国民年金基金について、次のうち最も適切なものはどれか。 

１．国民年金の付加保険料は月額200円で、付加保険料の納付は申出月から開始され、各

月の付加保険料の納期限は、原則として、当月末日と定められている。 

２．国民年金の第３号被保険者で付加保険料を納付していない者は、国民年金基金に加

入することができる。 

３．国民年金基金は全国国民年金基金と職能型国民年金基金の２種類があり、どちらか

１つの基金にしか加入することはできず、加入期間中に任意で基金を変更することも

できない。 

 

(38) 公的介護保険制度について、次のうち最も適切なものはどれか。 

１．公的介護保険の第１号被保険者の介護保険料は、被保険者が公的年金制度から年額

18万円以上の年金を受給している場合、原則として、公的年金から特別徴収される。 

２．公的介護保険の第２号被保険者が介護サービスを利用した場合の自己負担割合は、

原則として１割であるが、被保険者の所得の額の多寡に応じて２割または３割となる。 

３．公的介護保険の第２号被保険者は、要介護状態または要支援状態となった原因を問

わず、保険給付を受けることができる。 

 

(39) 障害者等のマル優および障害者等の特別マル優について、次のうち最も適切なものはど

れか。 

１．障害者等の特別マル優は、国債、公社債を対象とし、額面の合計額350万円までの利

子を非課税とする制度で、障害者等のマル優と併用することができる。 

２．障害者等のマル優が適用された預貯金は、休眠預金等活用法上の休眠預金等になり

うる預金等に該当しない。 

３．障害者等のマル優は、預入限度額内であっても複数の金融機関で併用することはで

きない。 

 

(40) 居住者に係る所得税の給与所得および退職所得について、次のうち最も適切なものはど

れか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。 

１．１年間の給与等の収入金額が1,500万円の給与所得者は、年末調整の対象とならない

ため、所得税の確定申告を行う必要がある。 

２．１か所から給与の支払を受けている給与所得者の場合、給与所得および退職所得以

外の所得金額が30万円以下であれば、所得税の確定申告を行う必要はない。 

３．給与所得者である会社員が勤続15年３カ月で定年退職し、退職金800万円の支給を受

けた場合、退職所得の金額の計算上、退職所得控除額は640万円となる。 

 

（終） 



 

＊下書き欄（解答は解答用紙に） 

 


