
F22

2級　個　人
資産相談業務

◆

◆

2022年５月22日（日）

13：30～15：00（90分）

★　注　意　★

ファイナンシャル･プランニング技能検定・実技試験
2022年度　５月実施

実 施 日

試験時間

FP 2級 個人

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、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。
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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。
○６月29 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



 －1－

 

 

 

 

 

 

 

 

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． 問題は、【第１問】から【第５問】まであります。 

３． 各問の問題番号は、通し番号になっており、《問１》から《問15》

までとなっています。 

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。また、記号は判別できるよ

う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１》～《問３》）に答えなさい。 

《設 例》 

Ｘ社に勤務するＡさん（49歳）は、妻Ｂさん（45歳）および長男Ｃさん（16歳）と

の３人暮らしである。Ａさんは、高等専門学校を卒業して入社したＸ社を、2022年５

月末日に退職し、６月からは、妻Ｂさんの父親がＹ市内で営む電気工事店（従業員２

名）を引き継ぐ予定である。そのため、Ｘ社退職後に個人事業主となった場合におけ

る社会保険の取扱いや老後資金の準備について詳しく知りたいと考えている。 

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さんとその家族に関する資料＞ 

（１） Ａさん（会社員） 

生年月日 ： 1973年３月28日 

・公的年金加入歴 ： 下図のとおり（60歳までの見込みを含む） 

・全国健康保険協会管掌健康保険、雇用保険に加入している。 

20歳 49歳 60歳 

 

厚生年金保険 国民年金 

 被保険者期間 

120月 

（平均標準報酬月額：28万円）

被保険者期間 

230月 

（平均標準報酬額：42万円）

保険料納付予定 

129月 

1993年４月 2003年４月 2022年６月 

※1993年３月分の国民年金の保険料を納めておらず、未納期間となっている。 
 
（２） 妻Ｂさん（専業主婦） 

生年月日 ： 1976年10月10日 

短期大学卒業後からＸ社に勤務し、33歳で退職するまでは厚生年金保険に加入

（被保険者期間は156月）していた。Ｘ社退職後は、第３号被保険者として国民

年金に加入している。 
 
（３） 長男Ｃさん（高校生） 

生年月日 ： 2005年７月７日 
 
※妻Ｂさんは、現在および将来においても、Ａさんと同居し、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－ 〈2022.5 ２級・実技（個人）〉

《問１》 Ｍさんは、Ａさんに対して、Ａさんの退職後の国民年金について説明した。Ｍさん

が説明した以下の文章の空欄①～③に入る最も適切な語句を、下記の〈語句群〉のな

かから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。 
 

Ⅰ 「Ａさんは、Ｘ社を退職後、国民年金に第１号被保険者として加入することになり

ます。国民年金法によると、国民年金に加入するには、厚生年金保険の被保険者資

格を喪失した日から、原則として14日以内に住所地の（ ① ）にその旨を届け出

なければなりません」 

Ⅱ 「Ａさんは、個人事業主となった後、収入の減少等により国民年金の保険料を納め

ることが経済的に難しくなった場合、保険料の免除を申請することができます。免

除された期間の保険料は追納することができますが、追納ができるのは、追納が承

認された月の前（ ② ）以内の免除期間の保険料です。なお、追納がない場合、

その保険料免除期間は、所定の割合で老齢基礎年金の年金額に反映されます。仮に、

Ａさんが、保険料の４分の３免除を受け、残り４分の１の保険料を納付し、その期

間に係る保険料の追納を行わなかった場合、その保険料免除期間の月数の（ ③ ）

に相当する月数が、老齢基礎年金の年金額に反映されます」 
 

〈語句群〉 

イ．年金事務所長  ロ．都道府県知事  ハ．市町村長（特別区の区長を含む）

ニ．５年  ホ．７年  へ．10年 

ト．４分の１  チ．２分の１  リ．８分の５  ヌ．４分の３ 

 



 －4－〈ファイナンシャル・プランニング技能検定〉 

《問２》 Ａさんが2022年５月末日付でＸ社を退職して、個人事業主となった場合に、原則と

して65歳から受給することができる老齢厚生年金の年金額（2021年度価額）を計算し

た次の〈計算の手順〉の空欄①、③に入る最も適切な数値を解答用紙に記入しなさい。

また、空欄②に入る語句を、解答用紙の「される／されない」のいずれかから選び、

適切なものを○で囲みなさい。計算にあたっては、《設例》の＜Ａさんとその家族に

関する資料＞および下記の＜資料＞を利用すること。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。 
 

〈計算の手順〉 

１．報酬比例部分の額（円未満四捨五入） 

（ ① ）円 

２．経過的加算額（円未満四捨五入） 

□□□円 

３．基本年金額（上記「１＋２」の額） 

□□□円 

４．加給年金額（解答用紙の「される／されない」のいずれかを○で囲むこと） 

Ａさんの場合、加給年金額は加算（ ② ）。 

５．老齢厚生年金の年金額 

（ ③ ）円 
 

＜資料＞ 

○老齢厚生年金の計算式（本来水準の額）  

ⅰ）報酬比例部分の額（円未満四捨五入）＝ⓐ＋ⓑ 

ⓐ 2003年３月以前の期間分 

平均標準報酬月額×
7.125 

×2003年３月以前の被保険者期間の月数 
1,000 

ⓑ 2003年４月以後の期間分 

平均標準報酬額×
5.481 

×2003年４月以後の被保険者期間の月数 
1,000 

ⅱ）経過的加算額（円未満四捨五入）＝1,628円×被保険者期間の月数 

 
－780,900円×

1961年４月以後で20歳以上60歳未満 
の厚生年金保険の被保険者期間の月数  

480 

ⅲ）加給年金額 

390,500円（要件を満たしている場合のみ加算すること）  
 



 －5－ 〈2022.5 ２級・実技（個人）〉

《問３》 Ｍさんは、Ａさんに対して、ＡさんがＸ社を退職して個人事業主となった場合にお

ける老後資金の準備についてアドバイスした。Ｍさんがアドバイスした次の記述①～

④について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさ

い。 
 

① 「国民年金の定額保険料のほかに、月額400円の付加保険料を納付することを検討し

てみてはいかがでしょうか。仮に、付加保険料を100月納付し、65歳から老齢基礎年

金を受給する場合、年額20,000円の付加年金を受給することができます」 

② 「小規模企業共済制度への加入を検討してみてはいかがでしょうか。小規模企業共

済制度は、個人事業主や会社等の役員が所定の要件を満たしていれば加入すること

ができる退職金制度です。毎月の掛金は1,000円から７万円までの範囲内（500円単

位）で選択することができ、その全額が所得控除の対象となります」 

③ 「国民年金基金への加入を検討してみてはいかがでしょうか。国民年金基金の加入

は口数制であり、現在49歳のＡさんの場合、１口目は、20年間の保証期間のある終

身年金Ａ型と保証期間のない終身年金Ｂ型の２種類のなかから選択し、２口目以降

は、２種類の終身年金と５種類の確定年金のなかから選択することができます」 

④ 「仮に、Ａさんが国民年金基金に加入した場合、国民年金の付加保険料を納付する

ことはできませんが、小規模企業共済制度に加入することはできます。国民年金基

金の掛金の拠出限度額は月額68,000円ですが、小規模企業共済制度にも加入した場

合、その掛金と合わせて月額68,000円が上限となります」 



 －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４》～《問６》）に答えなさい。 

《設 例》 

会社員のＡさん（41歳）は、預貯金を1,000万円程度保有している。Ａさんは、上

場株式や投資信託を購入した経験がないが、老後の生活資金を準備するために長期的

な資産形成を図りたいと思っており、投資先の１つとして、Ａさんの地元の証券取引

所にも上場しているＸ社株式への投資を検討している。また、投資経験の豊富な知人

から、「まずはつみたてＮＩＳＡから始めてみるのもよいのではないか」とアドバイスさ

れている。 

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。 
 

＜Ｘ社株式の関連情報＞ 

・株 価 ： 2,400円      ・発行済株式数 ： 4,000万株 

・決算期 ： 2022年６月30日（木）（配当の権利が確定する決算期末） 
 

＜Ｘ社の財務データ＞ （単位：百万円） 

  56 期 57 期  

 資産の部合計 300,000 305,000  

 負債の部合計 175,000 170,000  

 純資産の部合計 125,000 135,000  

 売 上 高 180,000 190,000  

 営 業 利 益 14,000 15,000  

 経 常 利 益 15,000 16,000  

 当 期 純 利 益 9,000 9,500  

 配 当 金 総 額 2,500 2,700  

※純資産の金額と自己資本の金額は同じである。 
 
※《設例》および各問において、以下の名称を使用している。 

・非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度を「つみたてＮＩＳＡ」といい、当

該累積投資勘定を「つみたてＮＩＳＡ勘定」という。 
 
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。 

 



 －7－ 〈2022.5 ２級・実技（個人）〉

《問４》 Ｍさんは、Ａさんに対して、日本の証券市場の全体像とその動向等について説明し

た。Ｍさんが説明した次の記述①～④について、適切なものには○印を、不適切なも

のには×印を解答用紙に記入しなさい。 
 

① 「国内で、株式の現物取引を行う金融商品取引所は、東京、新潟、名古屋、福岡の

４つがあります。かつては、大阪にも株式の現物取引を行う『大阪証券取引所』が

ありましたが、『東京証券取引所』との経営統合後、先物市場の運営に特化し、その

名称を『大阪取引所』に変更しています」 

② 「東京証券取引所では、2022年４月から、従前の『市場第一部』『市場第二部』『マ

ザーズ』『ジャスダック』の４つの市場区分が変更され、『プレミア』『メイン』『ネ

クスト』の３市場に再編されました」 

③ 「東京証券取引所では、現在、９時から11時まで（前場）と12時30分から15時まで

（後場）の２つの時間帯で立会内取引が行われていますが、2024年をめどに、後場の

立会時間が30分延長される予定です」 

④ 「上場企業が公表する決算短信は、投資を行う際の重要な判断材料となります。東

京証券取引所規則では、上場企業の事業年度や四半期累計期間に係る決算内容が定

まった場合、直ちにその内容を開示しなければならないとされています」 

 

《問５》 《設例》の＜Ｘ社株式の関連情報＞および＜Ｘ社の財務データ＞に基づいて算出さ

れる次の①、②を求めなさい（計算過程の記載は不要）。〈答〉は、％表示の小数点

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。 

① 57期におけるＲＯＥ（自己資本は56期と57期の平均を用いる） 

② 57期における配当性向 

 

《問６》 Ｍさんは、Ａさんに対して、つみたてＮＩＳＡについて説明した。Ｍさんが説明した

次の記述①～③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙

に記入しなさい。 
 

① 「 つみたてＮＩＳＡの年間の非課税投資枠は40万円です。ただし、2024年からはその

上限額が42万円に拡大されます」 

② 「 つみたてＮＩＳＡ勘定に受け入れることができる商品は、所定の要件を満たす公募

株式投資信託と上場投資信託（ＥＴＦ）に限られています。したがって、Ａさんが投

資を検討しているＸ社株式をつみたてＮＩＳＡ勘定に受け入れることはできません」 

③ 「 つみたてＮＩＳＡを利用した買付けは、累積投資契約に基づく定期かつ継続的な買

付けを行う方法に限られています。また、買い付けた年に使い切れなかった非課税

投資枠をその翌年以降に繰り越すことはできません」 



 －8－〈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７》～《問９》）に答えなさい。 

《設 例》 

会社員のＡさんは、妻Ｂさんおよび長男Ｃさんとの３人家族である。Ａさんは、ド

ラッグストアで購入した医薬品に係る費用について、セルフメディケーション税制（医

療費控除の特例）の適用を受けたいと思っている。なお、不動産所得の金額の前の「▲」

は赤字であることを表している。 
 

＜Ａさんとその家族に関する資料＞ 

Ａさん  （62歳） ： 会社員 

妻Ｂさん （62歳） ： 2021年中に、パートタイマーとして給与収入100万円と

特別支給の老齢厚生年金35万円を得ている。 

長男Ｃさん（28歳） ： 2021年中に、アルバイトとして給与収入100万円を得て

いる。 
 

＜Ａさんの2021年分の収入等に関する資料＞ 

（１） 給与所得の金額 ：  223万円 

（２） 不動産所得の金額 ： ▲120万円（白色申告） 

・損失の金額120万円のうち、土地等の取得に係る負債の利子10万円を含む。 

（３） 確定拠出年金の老齢給付の年金額  ：   40万円 

（４） 個人年金保険契約に基づく年金収入 ：  100万円（必要経費は70万円） 
 

＜妻Ｂさんの2021年分の収入等に関する資料＞ 

（１） 給与所得の金額          ：   45万円 

（２） 特別支給の老齢厚生年金の年金額  ：   35万円 
 
※妻Ｂさんおよび長男Ｃさんは、Ａさんと同居し、生計を一にしている。 

※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2021年12月31日現在のものである。 
 
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。 

 

 

 

 

   



 －9－ 〈2022.5 ２級・実技（個人）〉

《問７》 Ａさんの2021年分の所得税の課税に関する次の記述①～③について、適切なものに

は○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。 
 

① 「不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、土地等の取得に係る負債の

利子10万円に相当する部分の金額は、他の所得の金額と損益通算することはできま

せん」 

② 「Ａさんの場合、公的年金等の収入金額が60万円以下であるため、公的年金等に係

る雑所得の金額は算出されません」 

③ 「Ａさんが所得税の確定申告をするときに、納税地の所轄税務署長に所得税の青色

申告承認申請書を提出すれば、2021年分の所得金額から、純損失の繰越控除や青色

申告特別控除の適用を受けることができます」 

 

《問８》 Ａさんの2021年分の所得金額について、次の①、②を求め、解答用紙に記入しなさ

い（計算過程の記載は不要）。〈答〉は万円単位とすること。 

① 総所得金額に算入される雑所得の金額 

② 総所得金額 

 

《問９》 Ａさんの2021年分の所得税における所得控除に関する次の記述①～③について、適

切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。 
 

① 「妻Ｂさんの合計所得金額は48万円以下であるため、Ａさんは配偶者控除の適用を

受けることができます」 

② 「 長男Ｃさんの合計所得金額は48万円以下であるため、Ａさんは、長男Ｃさんに係

る扶養控除の適用を受けることができ、その控除額は38万円です」 

③ 「Ａさんがセルフメディケーション税制の適用を受けるためには、Ａさん自身に加

え、生計を一にする妻Ｂさんおよび長男Ｃさんが定期健康診断や予防接種などの一

定の取組みを行っている必要があります」 
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【第４問】 次の設例に基づいて、下記の各問（《問10》～《問12》）に答えなさい。 

《設 例》 

Ａさん（69歳）は、５年前に父親の相続によって甲土地（650㎡）を含む複数の土

地を取得している。甲土地は、父親の代からアスファルト敷きの月極駐車場として賃

貸しているが、収益性は高くない。 

Ａさんは、先日、ハウスメーカーのＸ社から、「甲土地は、最寄駅から徒歩３分の

好立地にあり、住宅需要が見込めるので、自己建設方式による賃貸マンションでの有

効活用をお勧めします。弊社（Ｘ社）が、マスターリース契約（特定賃貸借契約）に

より、建築後のマンションを一括賃借したうえで、サブリース契約で第三者への賃

貸・管理を行います。Ａさんにお支払いする賃料は保証します」との提案を受けた。 

Ａさんは、甲土地の収益性を高めるために、Ｘ社の提案を検討することにした。 
 
＜甲土地の概要＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・甲土地は、建蔽率の緩和について特定行政庁が指定する角地である。 

・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。 

 

用途地域  ：第一種住居地域 

指定建蔽率 ：60％ 

指定容積率 ：300％ 

前面道路幅員による容積率の制限 

      ：前面道路幅員×
10 
4  

防火規制  ：準防火地域 

Ｎ 

幅員８ｍ（公道） 

25ｍ 

幅員 

７ｍ 

（公道） 26ｍ 甲土地：650㎡ 
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《問10》 甲土地上に耐火建築物を建築する場合における次の①、②を求めなさい（計算過程

の記載は不要）。 

① 建蔽率の上限となる建築面積 

② 容積率の上限となる延べ面積 

 

《問11》 Ｘ社が提案する自己建設方式による賃貸マンション事業に関する次の記述①～③に

ついて、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。 
 

① 「マスターリース契約（特定賃貸借契約）において、賃料が保証されている場合、

その契約が定期借家契約でない限り、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律

や借地借家法に基づき、ＡさんがＸ社から経済事情等により賃料の減額請求を受け

ることはありません」 

② 「Ａさんが甲土地に賃貸マンションを建設した場合、相続税額の計算上、甲土地は

貸家建付地として評価されます。仮に、甲土地の自用地価額を１億円、借地権割合

を60％、借家権割合を30％、賃貸割合を100％とした場合の相続税評価額は、8,200

万円です」 

③ 「仮に、Ａさんが金融機関から融資を受けて賃貸マンションを建設した場合、相続

税の課税価格の計算上、Ａさんの相続開始時における当該借入金残高は、債務控除

の対象となります」 

 

《問12》 賃貸マンションの事業計画とリスク対策に関する次の記述①～③について、適切な

ものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。 
 

① 「賃貸マンションの賃料収入を想定する際にはレンタブル比が重要です。一般に、

賃貸マンションのグレードが高いほど、また規模が大きくなるほど、レンタブル比

は低くなる傾向があり、レンタブル比が低いほど投資効率が高いことを示していま

す」 

② 「借入金の返済には、元金均等返済と元利均等返済の２つの方法があり、元金均等

返済の場合、毎年の支払利息は同額になります。そのため、賃貸マンションの所有

者は毎年、不動産所得の金額の計算上、一定額の支払利息を必要経費に算入するこ

とができます」 

③ 「賃貸マンションの地震リスクに備えるため、火災保険に地震保険を付帯すること

をお勧めします。地震保険の保険金額は、火災保険の保険金額の60～80％の範囲で

設定することができます」 

 



 －12－〈ファイナンシャル・プランニング技能検定〉 

【第５問】 次の設例に基づいて、下記の各問（《問13》～《問15》）に答えなさい。 

《設 例》 

非上場企業であるＸ株式会社（以下、「Ｘ社」という）の代表取締役社長であった

Ａさんは、2022年４月に80歳で死亡した。Ａさんが保有していたＸ社株式（発行済株

式数の全部）は、後継者である長男Ｃさんが相続により取得する予定である。 

Ａさんの親族関係図等は、以下のとおりである。なお、二男Ｄさんは、Ａさんの相

続開始前に死亡している。 
 

＜Ａさんの親族関係図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

＜各人が取得する予定の相続財産（遺贈やみなし相続財産を含む）＞ 

①妻Ｂさん（78歳） 

現金および預貯金  ····  3,000万円 

自宅（敷地330㎡） ····  2,000万円（「小規模宅地等についての相続税の課税価格

の計算の特例」適用後の金額） 

自宅（建物） ··········  1,500万円（固定資産税評価額） 

死亡保険金  ···········  1,500万円（契約者（＝保険料負担者）・被保険者はＡさ

ん、死亡保険金受取人は妻Ｂさん） 

死亡退職金  ···········  3,000万円 

②長男Ｃさん（53歳） 

現金および預貯金  ····  8,000万円 

Ｘ社株式  ··············  １億2,000万円（相続税評価額） 

※相続税におけるＸ社株式の評価上の規模区分は「中会社の大」であり、特定の

評価会社には該当しない。 

③孫Ｅさん（18歳） 

現金および預貯金  ····  2,000万円 

④孫Ｆさん（21歳） 

現金および預貯金  ····  3,000万円 
 
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。 

妻Ｂさん 

長男Ｃさん 二男Ｄさん 

（既に死亡） 

配偶者 配偶者 

Ａさん 

（被相続人）

孫Ｆさん孫Ｅさん



 －13－ 〈2022.5 ２級・実技（個人）〉

《問13》 Ａさんの相続等に関する以下の文章の空欄①～③に入る最も適切な語句または数値

を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。 
 

Ⅰ 「Ａさんが2022年分の所得税および復興特別所得税について確定申告書を提出しな

ければならない場合に該当するとき、相続人は、原則として、相続の開始があった

ことを知った日の翌日から（ ① ）カ月以内に準確定申告書を提出しなければな

りません」 

Ⅱ 「配偶者に対する相続税額の軽減の適用を受けた場合、妻Ｂさんが相続により取得

した財産の金額が、配偶者の法定相続分相当額と１億6,000万円とのいずれか

（ ② ）金額を超えない限り、妻Ｂさんが納付すべき相続税額は算出されません」 

Ⅲ 「仮に、妻Ｂさんが自宅の敷地および建物を相続により取得し、相続税の申告期限

までに自宅の敷地を売却した場合、当該敷地は、特定居住用宅地等として小規模宅

地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けること（ ③ ）」 
 

〈語句群〉 

イ．３  ロ．４  ハ．10  ニ．少ない  ホ．多い 

ヘ．ができます  ト．ができません   

 

《問14》 Ａさんの相続等に関する次の記述①～③について、適切なものには○印を、不適切

なものには×印を解答用紙に記入しなさい。 
 

① 「孫Ｅさんは、相続税額の２割加算の対象になりますが、孫Ｆさんは、二男Ｄさん

の代襲相続人ですので、相続税額の２割加算の対象にはなりません」 

② 「Ｘ社株式の相続税評価額は、原則として、類似業種比準方式と純資産価額方式の

併用方式により評価されます。そのうち類似業種比準方式は、類似業種の株価を基

に、１株当たりの『配当金額』『取引金額』および『簿価純資産価額』の３つの要素

から算出します」 

③ 「相続税の総額は、各相続人の実際の取得割合によって計算されますので、分割内

容によって異なります」 

 



 －14－〈ファイナンシャル・プランニング技能検定〉 

《問15》 各相続人は《設例》の記載のとおり、相続財産を取得した。Ａさんの相続に係る相

続税の総額を計算した下記の表の空欄①～④に入る最も適切な数値を求めなさい。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。 
 

 妻Ｂさんに係る課税価格 （ ① ）万円 

 長男Ｃさんに係る課税価格 □□□万円 

 孫Ｅさんに係る課税価格 2,000万円 

 孫Ｆさんに係る課税価格 3,000万円 

（ａ）相続税の課税価格の合計額  □□□万円 

 （ｂ）遺産に係る基礎控除額 （ ② ）万円 

課税遺産総額（（ａ）－（ｂ））  □□□万円 

 相続税の総額の基となる税額  

 妻Ｂさん □□□万円 

 長男Ｃさん □□□万円 

 孫Ｆさん （ ③ ）万円 

（ｃ）相続税の総額 （ ④ ）万円 

 

＜資料＞相続税の速算表 

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額 

 万円超 万円以下   

～   1,000 10％ － 

1,000  ～   3,000 15％ 50万円 

3,000  ～   5,000 20％ 200万円 

5,000  ～  10,000 30％ 700万円 

10,000  ～  20,000 40％ 1,700万円 

20,000  ～  30,000 45％ 2,700万円 

30,000  ～  60,000 50％ 4,200万円 

60,000  ～ 55％ 7,200万円 

 

（終） 



 －15－ 〈2022.5 ２級・実技（個人）〉

＊下書き欄（解答は解答用紙に） 

 

 



 －16－〈ファイナンシャル・プランニング技能検定〉 

＊下書き欄（解答は解答用紙に） 

 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


