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本書は、○○様の家族構成や収入・支出の状況、資産内容、今後のご計画等に基づいて、

将来の収支（キャッシュフロー）分析を行っております。今後の生活設計の指針としてお

役立てください。 

なお、本プランは限られたデータをもとに、一定の前提にてシミュレーションを行なっ

ております。諸条件や経済事情の変化によって、分析結果が相違してくるケースもありま

すので、定期的な見直しをお勧めします。 
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平素は格別のお引きたてをいただきまして、誠にありがとうございます。○○様におか

れましては、益々ご清栄のこととお慶び申しあげます。 

さて、日本社会においてこれまで生活基盤となっていた終身雇用は変容しはじめていま

す。高齢化が進み、年金制度への不安感も高まっています。日本経済が停滞している昨今、

自らの生活は、自らの責任において守っていく時代になってきました。 

このような社会状況を踏まえ、住宅取得や子供の教育費、さらには老後資金の準備を自

助努力で行わなければなりません。将来のライフプランを実現するため、そして安心して

生活を送っていくためには、早期に計画的な生活設計を行うことが求められています。 

 

今回、○○様のご相談内容につきましては、住宅建築の実現を第一に考え、さらに教育

資金や老後資金の準備、そして海外旅行についても支障なく行えるよう、様々な角度から

ライフプランの分析を行っております。その改善策などをご提案させていただきます。 

 今回のご提案が○○様にとって、夢や希望の実現に向けての第一歩となり、将来にわた

って○○様ご家族が、安心して幸せな生活を送っていただけるよう、今後ともアドバイス

をさせていただければ幸いに存じます。 

 

このたびは、ＳＨＯＳＡＫＵ事務所をご利用いただき、誠にありがとうございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラン作成日 平成 23年 3 月 7 日 

ＳＨＯＳＡＫＵ事務所 １級ＦＰ技能士 花房尚作 

 

１．はじめに 
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2010 年 12月 31 日現在の○○様ご家族のプロフィールを以下に示します。 

お名前 続柄 生年月日 年齢 職業 

○○ 建二様 本人 1977 (昭和 52)年 8 月 17 日 33 歳 会社員 

○○ 花子様 妻 1978 (昭和 53)年 4 月 20 日 32 歳 専業主婦 

○○ 日菜子様 長女 2006 (平成 18)年 10 月 9 日 4 歳 幼稚園 

○○ 学様 長男 2010 (平成 22)年 8 月 15 日 0 歳 2014 年幼稚園入園 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．ご家族構成 
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１． 資産の状況について 

 

１）金融資産 

区分 金融機関 商品名 残高 備考 

流動性 Ａ銀行 普通預金 150 万円 ― 

確実性 Ａ銀行 定期預金 450 万円 ― 

利殖性 Ｃ証券 投資信託 50 万円 ― 

○○建二様 名義 小計 650 万円 

 

区分 金融機関 商品名 残高 備考 

確実性 Ｂ銀行 定期預金 100 万円 ― 

○○花子様 名義 小計 100 万円 

 

残高 750 万円 

 

 

２）不動産 

該当なし 

３）その他の資産 

該当なし 

３．○○家の資産状況（平成22年12月31日現在）
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２．保険の加入状況について 

 

１）生命保険 

保険の種類 定期付終身保険 医療保険 

保険会社 Ａ生命 Ｂ生命 

契約者 建二 花子 

被保険者 建二 花子 

受取人 

死亡時 花子 ― 

満期時 ― ― 

保険金額 

（保障内容） 

終身保険 200 万円 病気入院 日額 5,000 円 

定期保険特約 3800 万円 

（60 歳まで） 

― 

入院特約 日額 5000 円 

（80 歳まで） 

― 

契約日 2002 年 6 月 2006 年 12 月 

保険料払込 60 歳まで 終身 

支払方法 月払い 月払い 
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60 歳以降の特約は年払い 

保険料 

60 歳まで 17,500 円/月 

60 歳以降 80,000 円/年 

2,500 円/月 

 

２）負債の状況について 

該当なし 
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３．○○家のバランスシート（相続税評価額） 

バランスシートとは、資産と負債、そして純資産残高を明記する表のことで、企業にお

ける「貸借対照表」の家庭版です。バランスシートから資産のバランスが崩れていないか

を見抜くことができます。 

 

 

（単位：万円） 

借 方 金額 構成比 貸 方 金額 構成比 

【金融資産】 750 万円 100.0% 

【負債】 ― 0.0% 

流動性資産 150 万円 20.0% 

確実性資産 550 万円 73.3% 

【正味財産】 750 万円 100.0% 

利殖性資産 50 万円 6.7% 

【不動産資産】 ― 0.0% 

      

【その他の資産】 ― 0.0% 

      

合計 750 万円 100.0% 合計 750 万円 100.0% 
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１．現在の生活収支状況について （平成 22 年実績） 

 

支出項目 金額 収入項目 手取金額※ 

基本生活費 生活費 204 万円 

年間給与収入 

620 万円 

建二 様 510 万円 

住居費 家賃 108 万円 

保険料 

定期付終身保険 21 万円 

医療保険 3 万円 

損害保険 9 万円 

教育費 

日菜子 様 70 万円 

花子 様 0 万円 

学 様 0 万円 

その他の支出 

特別支出 45 万円 

その他の生活費 0 万円 

年間支出合計 460 万円 

年間貯蓄額 50 万円 合計 510 万円 

※手取金額は可処分所得のことです。 

可処分所得＝税込み給与収入－社会保険料－税金（所得税・住民税） 

各項目の金額につきましては、質問シート及び○○様へのインタビューにより把握した

2010年の数値です。なお、FPには「守秘義務」があり、今回お預かりしたデータを外部に

漏らすことは決してございません。 

４．○○家の収支状況
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２．今後予想される収入について （建二様 退職後を除く） 

55 歳まで可処分所得（＝手取額）が年率 1％で上昇すると仮定します。 

その後、定年退職の 60歳まで昇給がありません。 

 

 

 

 

３．今後予想される支出について （生活に必要な支出を除く） 

１）お子様の教育費 
 

支出項目 金 額 期 間 

日菜子 様 

幼稚園入園金等 20 万円 平成 22 年 4歳の年 

幼稚園授業料等 150 万円 平成 22～24年 4～6 歳 

小学入学金等 10 万円 平成 25 年 7歳の年 

小学授業料等 180 万円 平成 25～30年 7～12歳 

中学入学金等 10 万円 平成 31 年 13 歳の年 

中学授業料等 150 万円 平成 31～33年 13～15 歳 

高校入学金等 50 万円 平成 34 年 16 歳の年 

高校授業料等 300 万円 平成 34～36年 16～18 歳 

大学入学金等 50 万円 平成 37 年 19 歳の年 

大学授業料等 440 万円 平成 37～40年 19～22 歳 

学 様 

幼稚園入園金等 20 万円 平成 26 年 4歳の年 

幼稚園授業料等 150 万円 平成 26～28年 4～8 歳 

小学入学金等 10 万円 平成 29 年 7歳の年 

小学授業料等 180 万円 平成 29～34年 7～12歳 

中学入学金等 10 万円 平成 35 年 13 歳の年 

中学授業料等 150 万円 平成 35～37年 13～15 歳 

高校入学金等 50 万円 平成 38 年 16 歳の年 

高校授業料等 300 万円 平成 38～40年 16～18 歳 

大学入学金等 50 万円 平成 41 年 19 歳の年 

大学授業料等 440 万円 平成 41～44年 19～22 歳 
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２）一時的な支出 

支出項目 金 額 摘   要 

海外旅行 
80 万円 2016年 

100 万円 2034年 

マイカー買い替え 200 万円 2014年より 7 年ごと（上昇率 1％） 

リフォーム 100 万円 購入後 10年ごと、定年時 300万円（上昇率 1％） 

 

 

４．退職後に予想される生活収支について 

１）退職後の生活収支 

（１）退職金収入 
 

金 額 退職時年齢 

建二 様 手取り 2,000 万円 60 歳 

 

２）退職後、60 歳時の生活支出 

支出項目 金 額 

基本生活費 生活費 150 万円 

住居費 

固定資産税 20 万円 

住宅ローン 140 万円 

保険料 

定期付終身保険 医療保険 11 万円 

損害保険 9 万円 

その他の支出 その他の生活費 59 万円 

合計 389 万円 
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プラン作成にあたり、以下のとおり○○様のご希望（相談内容）をいただきました。 

 

１．住宅の購入とローンの設定 

2011 年に、土地付き一戸建住宅を取得して入居を希望している。購入可能な物件の値段

および、住宅ローンの種類についてアドバイスをして欲しい。 

①住宅に関する希望 

（１）土地込み購入費は 3,700万円。 

（２）○○夫妻の御両親から、それぞれ 300 万円の資金援助が可能。 

（３）ローンは定年時までに完済したい。 

②資金計画 

（１）頭金は 1,000 万円、住宅ローン 2,700 万円。 

（２）他に諸費用がかかる。 

③住宅ローンの条件 

（１）全期間固定型（3.2％）、期間 30年、元利金等返済でボーナス返済なし。 

④購入後の維持費 

（１）リフォーム資金 

住宅購入後 10年ごとに 100 万円。 定年時 300 万円。 

 

２．教育資金の確保 

家を購入しても、子供の教育費は確実に確保したいと考えている。問題がある時はアド

バイスをお願いしたい。 

①進路は、幼稚園→私立 小学校・中学学校→公立 高校→私立の可能性もある。 

②大学は私立大学（文系）、自宅通学を希望している。 

 

３．マイカーの買い替え・海外旅行 

マイカーの買い替え、及び、海外旅行を希望している。ただし、教育とマイホーム取得

を優先させているので、支障のある場合は予算を下げて対応したい。 

 

４．老後資金の確保 

定年退職時には退職金も含めて 3,000 万円程度の預貯金を残したいと思っている。問題が

あればアドバイスをお願いしたい。なお、定年後は再就職をせずに過ごしたい。 

 

５．保険の見直し 

現在の生命保険の内容で、見直しの必要があればアドバイスを望む。 

５．プラン作成にあたってのご希望 
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１．キャッシュフロー表による現状の把握 

○○様ご家族の資産と収支及びご希望をお受けいたしまして、今後 30年間の年間収支と

貯蓄残高の推移を添付資料の「○○家のキャッシュフロー表（現状）」（P.12～P.13）に予

測いたしました。 

なお、表中に計上されている金額は、下記の諸条件をもとに試算した予測金額です。諸

条件や経済事情の変化により、結果が実際と異なる場合がある事をご了承下さい。 

 

設定条件の案内 

① ライフイベントについて 

ご希望のライフイベントを、すべて実現させることを前提にしています。 

 

② 変動率について 

物価上昇を加味した名目の伸び率です。ここ数年の情勢が著しく様変わりしており

ますが、過去の平均値も参酌しながら、今後の経済状況・金利動向等を踏まえ、長期

的視点により設定いたしました。 

給与収入・・・1.00％ 

過去数年間の統計データによれば、収入の低迷が続いておりますが、今後景気 回

復が見込まれることを想定して設定いたしました。 

基本生活費、その他の支出、一時的支出（海外旅行費用除く）・・・1.00％ 

現在、デフレの傾向が続いておりますが、総合的な消費者物価は中長期的にみれば

大きく変動しないものと考えました。 

教育資金・・・2.00％ 

教育費は高学歴化に伴い消費者物価のなかでも、毎年高い伸び率を示しております。

今後ますます少子化が強まることも予想すれば適当な割合と思われます。 

割戻率・・・1.00％ 

将来における額面を、現在の貨幣価値へ引き直した割合です。よって、基本生活費

等と同じ割合を使用しています。 

運用率（貯蓄残高）・・・1.00％ 

なお、超低金利が続いておりますが、金融商品も多様化しています。30 年間の 平

均利回りからすれば、この程度は想定できるでしょう。 

 

６．現状の把握と問題点
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２．キャッシュフローからの問題点 

現状のキャッシュフロー表より、次のような問題点が見られます 

 

① 住宅購入後、家計収支に余裕がなくなり、貯蓄が増えません。 

住宅ローン返済および固定資産税等の支払いで、住居費の支出が年間 160 万円とな

り、現在と比べて 52 万円の増加になります。 

また、取得２年後の日菜子様の小学校入学、３年後の学様の幼稚園入園により、教

育費の負担は増加し、家計収支が悪化します。 

将来に向けての貯蓄は困難な状況にあります。 

 

② 2021年（平成 33 年）に貯蓄残高がマイナスとなり、家計が破綻する傾向にあります。 

貯蓄が増えない状態で、日菜子様の中学校入学による教育費の増加、更には 2021 年

の住宅リフォーム・マイカー購入により、家計収支がマイナスになります。 

 

③ 老後生活資金の準備が出来ません。 

退職金を考慮しても、定年退職時の貯蓄残高は 429万円となります。 

ご希望である 3,000 万円の貯蓄は、困難な状況にあります。 

また、退職２年後には、再び貯蓄残高がマイナスとなってしまいます。 

 

分析結果 

 

○○様の現在の収支状況をふまえた今後３０年間のシミュレーションを行った結

果、住宅の購入と教育費のピークが重なるため、貯蓄残高がマイナスになると解りま

した。 

貯蓄残高がマイナスになるのは、『家計の破綻』を意味します。将来に向けて家計

の全般的な見直しが必要不可欠です。○○様のご希望を実現するために、住宅取得・

教育資金の確保を優先した上で、老後生活資金の準備も可能となるよう、問題解決の

ためのご提案をさせていただきます。 
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○○様のご希望に基づいて、問題点解決のご提案をさせていただきます。○○家の家計

やライフプランへの考え方などを勘案して、最終的にご判断していただければと思います。 

１．収入の見直し 

『パート収入』 

学様の幼稚園入園と同時に、職務経験豊富な花子様がパートタイムなどで収入

を得ると、扶養の範囲内であっても大きな効果が期待できます。 

５０歳までの計 14 年間、年 120 万円を、「○○家のキャッシュフロー表（対策

後）」（P.16～P.17）に計上します。 

『副収入』 

さまざまな業種にわたって昇給が難しくなっています。可能ならば副収入を得

る手段をご夫婦で検討なさってはいかがでしょうか。ただし、健二様の本業のお

仕事に影響が及ばない、また、ご体調を崩されない程度にお考えください。 

 

２．生命保険の見直し 

 医療保険については、老後の受益者負担が増加している傾向をみても、保障が一生涯続

くものが理想です。定期型の保障ではなく、終身型の保障への見直しをお勧めします。 

 また、お子様が幼いうちは、葬儀費用含め 1.000万円程度は残せるようにしておくと安心

です。ただし、家計が厳しい場合には、医療保障のみのプランでもかまいません。 

 

３．車・リフォームの見直し 

資産状況によっては、車の買い替え予算を 200 万円から 100 万円に減らす必要がありま

す。また、新築から 10 年経過した 2021 年度のリフォーム費用は不要かもしれません。そ

の時々の資産状況を考慮しながら、御判断ください。 

 

４．教育資金、基本生活費、旅行などの見直し 

 健二様と花子様との面談でもお話しましたが、基本生活費（年間２００万円相当額）や

旅行費用については、ご家族の生活のゆとりとして、最低限の金額だと考えます。また、

お子様の将来を考えるに、教育資金の支出は抑えられませんので、こちらの見直しは御座

いません。 

７．問題点解決のご提案
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５．住宅ローンの見直し 

 問題点に記載したとおり、住宅ローンの返済によって支出が大幅に増加し、貯蓄が困難

なことから、将来の貯蓄残高がマイナスになっています。この場合、建築予算を引き下げ

るのも解決策の一つですが、一生涯暮らす持ち家を妥協して建築するのは避けたいところ

です。 

 そこで予算を引き下げるのではなく、住宅ローン返済額の負担を減らして、問題を解決

したいと考えます。以下のプランを提示させていただきます。 

 

『繰り上げ返済プラン』 

元利金等返済は、前期の返済のほとんどは借入利子なので、繰り上げ返済を行うと

利息軽減効果が見込まれます。よって余裕のある時期にボーナスを使って、返済にあ

てることをお勧めします。 

また、御両親に無利子で頭金を増資してもらえば、大きな利息軽減効果になります。

○○様と面談した際に、御両親からの増資が可能なご様子でしたので、一度御相談さ

れては如何でしょうか。 

返済額を毎月１６０万円から１３０万円に修正して、「○○家のキャッシュフロー

表（対策後）」（P.16～P.17）に計上します。 

  

 

 

 

 

 

 

『パート収入』と、『繰り上げ返済プラン』を実行した、今後 30 年間の年間収支と貯蓄

残高の推移を、添付資料の「○○家のキャッシュフロー表（対策後）」（P.16～P.17）に予

測いたしましたので、御参照ください。 
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１．プラン実行後の効果の確認 

 

 『住宅建設後の家計収支に余裕がうまれます』 

パートによる収入の増加や、住宅ローンの返済額を抑えたことで、貯蓄額を増

やしていけるようになりました。 

 

『途中で貯蓄高がマイナスになりません』 

貯蓄額を増やしていけるので、教育費負担が重くなる前に貯蓄の準備ができ、

貯蓄残高がマイナスになりません。これによって家計は破綻することなく、定年

退職を迎えられます。 

 

『老後資金準備ができました』 

６０歳の定年退職時にリフォームを行っても、手元に 3000万円以上の貯蓄が残

るので、老後生活資金の準備ができる見込みとなりました。 

 

 

分析結果 

 

複数の対策案から、『パート収入』『繰り上げ返済プラン』を実施したシミュレーシ

ョンを行った結果、家計がマイナスになるのを回避でき、長期的にも有効であると確

認できました。 

さらに他の対策案も加えて実施していただければ、家計に一層の余裕が生まれ、住

宅ローンの繰上返済や、老後資金の充実、資産運用など新たな可能性も広がります。 

今後とも健全な家計を維持するために、ぜひご家族でご検討ください。 

 

 

 

 

 

 

 

８．対策後の効果の確認と注意点
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２．プラン実行後の注意点 

○○様が今回の御提案を実行されるにあたって、次のような点に御注意いただきたいと

思います。 

 

① 住宅ローンについて 

今回ご提案させていただいた住宅ローンの適用金利は、現在の長期固定金利の水準で計

算しています。今後の金利動向によっては、返済額が上昇してしまう可能性もありますの

で、ご注意ください。その際には、総予算の見直しも必要になる場合もございます。 

 

② 教育資金について 

 お子様の教育費は現状のプランで資産を行いました。中学校から私立に通わせたいなど、

今後、教育プランの変更があった場合には、再度プラン全体を見直す必要があります。 

 

③ 金融資産のポートフォリオについて 

今回のご提案の中には入れておりませんが、お子様の教育資金にあてる分などは、その

お金を使用するまでに、ある程度の運用期間をとることができます。株式投資信託などを

組み入れることにより、インフレ対策にもなりますので、ご検討されるのもよいかと思い

ます。 

 

④ 老後資金について 

定年退職時に3000万円の金融資産を確保するには、収入増加が必要条件となっています。

収入増加が困難な場合には、再度プランの見直しが必要になります。 
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今回、○○様からのご依頼により、住宅建築プランを実現しながら、老後資金の準備を

行うためのプランを作成させていただきました。 

住宅建築ローンを支払いながら、定年退職時に 3000 万円の金融資産を確保するには、収

入の増加が必要な結果になりました。これは、○○様ご夫妻の職業経歴や資質から、収入

増額が見込めると考え、なるべく無理の無いプランをご提示させて頂きました。 

本プランを参考にしていただき、今後、○○様御一家が夢や目標を叶えながらも、安心

して生活を送って頂けたらと願っております。 

 

なお、本提案書は現在の税制・社会保険制度・統計データなどに基づいた一定の前提で

シミュレーションを行っております。今後、私達をとりまく経済環境や社会情勢は日々変

化していくものと思われます。 

したがいまして、今回作成したキャッシュフロー表やプランの内容は、今後の諸条件や

経済状況などの変化に応じた、定期的なプランの見直しが必要になります。 

今後の見直しや、それぞれのプランの実行にあたり、今後とも引き続きお手伝いをさせ

て頂ければと思っております。 

 

 このたびのご提案が、○○様御一家の幸せな人生を歩む一歩となり、○○様のお役に立

てることを祈りながら、ご報告を終わらせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 23 年 3月 7日 

ＳＨＯＳＡＫＵ事務所 １級ＦＰ技能士 花房尚作 

９．おわりに

 


