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ＦＰキャプテンを駆使してＦＰ相談の質を高めましょう 

効果的なＦＰ相談を目指して 

• 住宅ローンと子供の私学教育の両立を考える 

• リタイアメント・プランと相続入門 

All Right Reserved by webstage 
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第一章 FPキャプテンの基本動作編 
       == 借家・自宅購入・私立学校 == 

 

 

 

 

第二章 FPキャプテンの応用編 
       ==リタイアメント・プランと相続入門== 

 例題１： 『現状の収支』  ⇒ 収入・教育・年金など 

 例題２： 『夢の実現に向けて』 ⇒ 比較グラフ作成 

 例題３： 『相続税』 を確認します 

 例題４： 提案書作成  

 追加説明項目 

目次 



新規情報 

新規
計算
結果 

 
新規 
グラフ 

 

新規
情報 
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このチャートは説明の為の 『代表例』 であり、この様になるとは限りません。 皆様方におかれましては、ご自身の情報からご自身用
のチャートを作成して下さい。 事前の許可なくして、当資料の無断使用、無断複写、無断配布などは、固くお断りいたします。 

『ＦＰキャプテン』 ⇒比較グラフ作成 

現状情報のコ
ピー上に提案情
報の上書き 

情報入力 計算
結果 グラフ 

グラフ
比較 

入力
情報 

変更/提案情報入力 

現状情報入力 

例：住宅ローンの
変動金利と固定金
利の比較など 

サ
ン
プ
ル 

簡単入力で比較グラフを追加表示します 

ライフプラン作成ツール 
自動計算・自動作成 

All Right Reserved by webstage 
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収入と支出の把握 

 「給与所得者」 と「年金受給者」の 「可処分所得」 は、 「支払金額」 から  
「所得税・住民税」 と「社会保険料」 を引いた額です。   

 

 「事業 (不動産) 所得者」  の 「可処分所得」 は、「事業 (不動産) 収入」 から  
「所得税・住民税」 と「社会保険料」 と 「必要経費」 を引いた額です。   

 

  

年間収入はいくらですか？ ⇒ 一年間の可処分所得を把握しましょう 

 「支出項目」 に分けた 「支出集計表」 を作成し、過去一年の 「基本支出」 を把握しましょう。 
 (基本生活費 ・教育関連費 ・住居関連費 ・保険関連費 ・自動車関連費 ・その他) 

 

 「可処分所得」 から過去一年間の 「貯蓄額」 と、既に把握できている 「支出合計」 を 

引いた残額を 「使途不明金」 として 「基本生活費」 に追加します。  

年間基本支出はいくらですか？ ⇒ 一年間の項目毎の支出を把握しましょう 

事前の許可なくして、当資料の無断使用、無断複写、無断配布などは、固くお断りいたします。 

上記情報が無くてもお客様のキャッシュフロー概要を予測できます 

ＦＰキャプテン 
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大事なお客様を逃がさない工夫 

お客様との会話中にしたい事 
 

1. お客様の現状をグラフにまとめて表示 

2. ＦＰの提案をグラフで比較 

3. 次回の面談の為にサマリーを渡す (印刷) 

 
 

 『ＦＰキャプテン』を使用すれば可能です 
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面談中にグラフが作成できる理由 

1. 最低限の入力箇所 

2. 自動入力機能  

1. 収入 (職種による年収予測・勤務年数による年金） 
2. 生活費 (統計値使用可能・扶養人数自動対応) 
3. お子様 (教育費・援助資金) 
4. 住宅購入 (諸経費・メンテナンス費・修繕費) 
5. 必要保障額 (予備費、加給年金、振替加算、中高齢

寡婦加算、経過的寡婦加算) 
6. 相続税概算 

3. 比較グラフ： 変更箇所の入力で作成 
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第二章 FPキャプテンの応用編 

       ==リタイアメント・プランと相続入門== 
 

事前の許可なくして、当資料の無断使用、無断複写、無断配布などは、固くお断りいたします。 
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例題１： 『現状の収支』  

事前の許可なくして、当資料の無断使用、無断複写、無断配布などは、固くお断りいたします。 

収入・教育・年金など 
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『基本ライフステージ』の展開 ⇒ 例 
 20代        30代        40代        50代        60代        70代        80代        90代  

ご自分用に時期の調整を行って下さい 

基
本
資
金
計
画 

Ｖ 子供教育費用 

Ｖ 住宅購入資金・住宅ローン 

セカンドライフ資金の準備 (積立) ⇒ 

Ｖ セカンドライフ資金の運用  

⇔ 両親財産処分  
Ｖ 結婚・出産費用 

⇔住居・リホーム費用 

Ｖ 住居関連費用 (住宅補修・維持・固定資産税・管理費・修繕積立金 等) 

Ｖ 保険関連費用 (健康保険料・介護保険料・生命保険料・損害保険料・医療保険料 等) 

Ｖ 自動車関連費用 (自動車購入・補修・維持・車検・保険・駐車場 等) 

Ｖ 公的年金・企業年金・個人年金・受給 Ｖ 給与所得・ (事業所得・不動産所得 など) 

Ｖ 退職金 

収
入 

基
本
支
出 

緊急時対応予備費 (医療・住居 等) 

Ｖ 基本生活費 ( 食費 ・光熱費 ・交通/通信費 ・趣味/娯楽/旅行費 ・交際費 ・小遣い ・その他 ) 

Ｖ Ｖ 就労 セカンドライフ  

Ｖ 結婚生活 ［ 家族構成 ・住環境 (場所/広さ /便利さ/静けさ)・住宅購入/賃貸)  ］ 

Ｖ 子供教育・就職 Ｖ 子供結婚 

Ｖ 両親介護 Ｖ 幕引準備 

 

イ
ベ
ン
ト 

ラ
イ
フ 

基
本 

ご自分用に時期の調整を行って下さい 

Ｖ 孫誕生 

このチャートは説明の為の 『代表例』 であり、この様になるとは限りません。 皆様方におかれましては、ご自身の情報からご自身用の
チャートを作成して下さい。 事前の許可なくして、当資料の無断使用、無断複写、無断配布などは、固くお断りいたします。 

All Right Reserved by webstage 
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『在職中』と『セカンドライフ』の時間比較 ⇒ 例 

 

 健康維持と夫婦円満が重要です。 

 在職中の色々な経験が、セカンドライフの目標・夢に活かせます。  

 ライフプランの (追加) ライフイベント 計画表 * ( セカンドライフの目標・夢を含む  ) は、資金的にゆと
りのある在職中にたてることをお勧めします。  (*後述) 

 セカンドライフの資金は、在職中の本業の収入で賄うことが基本です。 

 セカンドライフでは、夫婦でいる時間が長くなりますので、夫婦それぞれの居場所を確保し、適度
な距離をおいて、お互いの独立性を尊重し、新鮮な感覚で接するようにしてはいかがですか。 

 

Ｖ 

Ｖ 
就労時間 (拘束時間) = 約10万時間 

セカンドライフ 

 (自由時間) = 

約10万時間 

( 注1 ) 

( 注2 ) 

 注1  (就労時間) ：       10時間 x 5日 x 52週 x 約40年 = 約104,000時間  
 注2  (セカンドライフ) ： 14時間 x 7日 x 52週 x 約20年 = 約101,920時間 

20代        30代        40代        50代        60代        70代        80代        90代  

在職 

ほぼ同じ 

このチャートは説明の為の 『代表例』 であり、この様になるとは限りません。 皆様方におかれましては、ご自身の情報からご自身用の
チャートを作成して下さい。 事前の許可なくして、当資料の無断使用、無断複写、無断配布などは、固くお断りいたします。 

All Right Reserved by webstage 
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例： 『基本ライフデザイン』 ： 基本ライフイベント計画表 
基本ライフステージの展開にある 『基本ライフイベント』 を基にあなたの 『基本ライフイベント 
の計画 表』 を作成して下さい。 今後15年の計画を記入します。  (年末年齢で記入) 

基本ライフイベント 『基本ライフステージ』の展望 

西暦 夫 妻 一子 二子 基本ライフイベント① 基本ライフイベント② 

20xa 51歳 50歳 17歳 15歳 

20xb 52歳 51歳 18歳 16歳 車購入 

20xc 53歳 52歳 19歳 17歳 一子 大学入学 

20xd 54歳 53歳 20歳 18歳 自宅 リホーム 

20xe 55歳 54歳 21歳 19歳 二子 大学入学 

20xf 56歳 55歳 22歳 20歳 

20xg 57歳 56歳 23歳 21歳 一子 就職 

20xh 58歳 57歳 24歳 22歳 

20xi 59歳 58歳 25歳 23歳 二子 就職 

20xj 60歳 59歳 26歳 24歳 夫退職(退職金)再就職 

20xk 61歳 60歳 27歳 25歳 車購入 

20xl 62歳 61歳 28歳 26歳 

20xm 63歳 62歳 29歳 27歳 

20xn 64歳 63歳 30歳 28歳 自宅 リホーム 

20xo 65歳 64歳 31歳 29歳 夫再就職退職 

このチャートは説明の為の 『代表例』 であり、この様になるとは限りません。 皆様方におかれましては、ご自身の情報からご自身用

のチャートを作成して下さい。 事前の許可なくして、当資料の無断使用、無断複写、無断配布などは、固くお断りいたします。 

All Right Reserved by webstage 
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『現状の収支』  ⇒ 収入・教育・年金など 

このチャートは説明の為の 『代表例』 であり、この様になるとは限りません。 皆様方におかれましては、ご自身の情報からご自身用

のチャートを作成して下さい。 事前の許可なくして、当資料の無断使用、無断複写、無断配布などは、固くお断りいたします。 

昨年50歳：収入が平均以上の方 

All Right Reserved by webstage 
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『現状の収支』  ⇒ 支出 

このチャートは説明の為の 『代表例』 であり、この様になるとは限りません。 皆様方におかれましては、ご自身の情報からご自身用

のチャートを作成して下さい。 事前の許可なくして、当資料の無断使用、無断複写、無断配布などは、固くお断りいたします。 

All Right Reserved by webstage 
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『FPキャプテン』 を開きます 

このチャートは説明の為の 『代表例』 であり、この様になるとは限りません。 皆様方におかれましては、ご自身の情報からご自身用

のチャートを作成して下さい。 事前の許可なくして、当資料の無断使用、無断複写、無断配布などは、固くお断りいたします。 

押す 

All Right Reserved by webstage 
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『ファイル』 ⇒ 『名前を付けて保存』 を選択します 

このチャートは説明の為の 『代表例』 であり、この様になるとは限りません。 皆様方におかれましては、ご自身の情報からご自身用

のチャートを作成して下さい。 事前の許可なくして、当資料の無断使用、無断複写、無断配布などは、固くお断りいたします。 

押す 

All Right Reserved by webstage 
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先頭に適切な名前を挿入します 

このチャートは説明の為の 『代表例』 であり、この様になるとは限りません。 皆様方におかれましては、ご自身の情報からご自身用

のチャートを作成して下さい。 事前の許可なくして、当資料の無断使用、無断複写、無断配布などは、固くお断りいたします。 

③押す 
②先頭に適切な名前を追加 

①デスクトップを選ぶ 

All Right Reserved by webstage 
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『メニュー』  ⇒ 『簡単』の矢印を押す 

このチャートは説明の為の 『代表例』 であり、この様になるとは限りません。 皆様方におかれましては、ご自身の情報からご自身用

のチャートを作成して下さい。 事前の許可なくして、当資料の無断使用、無断複写、無断配布などは、固くお断りいたします。 

簡単の矢印を押して使用開始します 

All Right Reserved by webstage 

 注：『メニュー』がQ&Aの版、またはメニューをスキップしている版もあります  
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『簡単』  ⇒ 年齢・職種番号の入力 

このチャートは説明の為の 『代表例』 であり、この様になるとは限りません。 皆様方におかれましては、ご自身の情報からご自身用

のチャートを作成して下さい。 事前の許可なくして、当資料の無断使用、無断複写、無断配布などは、固くお断りいたします。 

職種番号は赤矢印で詳細番号を把握する 

年齢記入後押す 

All Right Reserved by webstage 
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『簡単』  ⇒ 職種番号入力 緑矢印を押す 

このチャートは説明の為の 『代表例』 であり、この様になるとは限りません。 皆様方におかれましては、ご自身の情報からご自身用

のチャートを作成して下さい。 事前の許可なくして、当資料の無断使用、無断複写、無断配布などは、固くお断りいたします。 

職種番号記入後押す 

All Right Reserved by webstage 
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『収入』  ⇒ 昨年末預金高の入力 

このチャートは説明の為の 『代表例』 であり、この様になるとは限りません。 皆様方におかれましては、ご自身の情報からご自身用

のチャートを作成して下さい。 事前の許可なくして、当資料の無断使用、無断複写、無断配布などは、固くお断りいたします。 

All Right Reserved by webstage 
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『支出』  ⇒ 支出の入力 

このチャートは説明の為の 『代表例』 であり、この様になるとは限りません。 皆様方におかれましては、ご自身の情報からご自身用

のチャートを作成して下さい。 事前の許可なくして、当資料の無断使用、無断複写、無断配布などは、固くお断りいたします。 

All Right Reserved by webstage 
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『入力』  ⇒ 保険・資産残高などの詳細入力 

このチャートは説明の為の 『代表例』 であり、この様になるとは限りません。 皆様方におかれましては、ご自身の情報からご自身用

のチャートを作成して下さい。 事前の許可なくして、当資料の無断使用、無断複写、無断配布などは、固くお断りいたします。 

All Right Reserved by webstage 

基準年が2014年の時の計算です 
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『入力』  ⇒ 支出の詳細入力 

このチャートは説明の為の 『代表例』 であり、この様になるとは限りません。 皆様方におかれましては、ご自身の情報からご自身用

のチャートを作成して下さい。 事前の許可なくして、当資料の無断使用、無断複写、無断配布などは、固くお断りいたします。 

『図』 の矢印かシートタブを押します 

All Right Reserved by webstage 
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『収入・支出・年間収支』 

このチャートは説明の為の 『代表例』 であり、この様になるとは限りません。 皆様方におかれましては、ご自身の情報からご自身用

のチャートを作成して下さい。 事前の許可なくして、当資料の無断使用、無断複写、無断配布などは、固くお断りいたします。 

FPキャプテンで作成 

右
側
の
矢
印
を
押
し
て
他
の
グ
ラ
フ
を
確
認
し
ま
す 

お名前などの記載方法は後述します。  
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『現状：金融資産』 

このチャートは説明の為の 『代表例』 であり、この様になるとは限りません。 皆様方におかれましては、ご自身の情報からご自身用

のチャートを作成して下さい。 事前の許可なくして、当資料の無断使用、無断複写、無断配布などは、固くお断りいたします。 

FPキャプテンで作成 

右
側
の
矢
印
を
押
し
て
他
の
グ
ラ
フ
を
確
認
し
ま
す 

ローンの矢印を押します。 
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『現状：ローン返済状況』 

このチャートは説明の為の 『代表例』 であり、この様になるとは限りません。 皆様方におかれましては、ご自身の情報からご自身用

のチャートを作成して下さい。 事前の許可なくして、当資料の無断使用、無断複写、無断配布などは、固くお断りいたします。 

FPキャプテンで作成 

キャッシュの矢印を押します。 

FPキャプテンで作成 
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『現状：キャッシュフローの表示』 

このチャートは説明の為の 『代表例』 であり、この様になるとは限りません。 皆様方におかれましては、ご自身の情報からご自身用

のチャートを作成して下さい。 事前の許可なくして、当資料の無断使用、無断複写、無断配布などは、固くお断りいたします。 

FPキャプテンで作成 
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事前の許可なくして、当資料の無断使用、無断複写、無断配布などは、固くお断りいたします。 

白紙 
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例題２： 『夢の実現に向けて』  
 

比較ブラフの作成 

このチャートは説明の為の 『代表例』 であり、この様になるとは限りません。 皆様方におかれましては、ご自身の情報からご自身用

のチャートを作成して下さい。 事前の許可なくして、当資料の無断使用、無断複写、無断配布などは、固くお断りいたします。 

夢 
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例２： 『基本ライフデザイン』 ： 計画の追加 ⇒ 変更 
今後15年の計画を記入します。  (年末年齢で記入) 

基本ライフイベント 『基本ライフステージ』の展望 

西暦 夫 妻 一子 二子 基本ライフイベント① 基本ライフイベント② 

20xa 51歳 50歳 17歳 15歳 

20xb 52歳 51歳 18歳 16歳 車購入 

20xc 53歳 52歳 19歳 17歳 一子 大学入学 

20xd 54歳 53歳 20歳 18歳 自宅 リホーム 

20xe 55歳 54歳 21歳 19歳 二子 大学入学 家族 記念旅行 

20xf 56歳 55歳 22歳 20歳 

20xg 57歳 56歳 23歳 21歳 一子 就職 

20xh 58歳 57歳 24歳 22歳 

20xi 59歳 58歳 25歳 23歳 二子 就職 

20xj 60歳 59歳 26歳 24歳 夫退職(退職金)再就職 夫婦 記念クルーズ 

20xk 61歳 60歳 27歳 25歳 車購入 

20xl 62歳 61歳 28歳 26歳 夫婦 海外旅行 

20xm 63歳 62歳 29歳 27歳 

20xn 64歳 63歳 30歳 28歳 自宅 リホーム(大修繕) 夫婦 海外旅行 

20xo 65歳 64歳 31歳 29歳 夫再就職退職 

このチャートは説明の為の 『代表例』 であり、この様になるとは限りません。 皆様方におかれましては、ご自身の情報からご自身用

のチャートを作成して下さい。 事前の許可なくして、当資料の無断使用、無断複写、無断配布などは、固くお断りいたします。 

赤字斜体は追加項目 

All Right Reserved by webstage 
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『夢を具現化しましょう：金融資産』 

このチャートは説明の為の 『代表例』 であり、この様になるとは限りません。 皆様方におかれましては、ご自身の情報からご自身用

のチャートを作成して下さい。 事前の許可なくして、当資料の無断使用、無断複写、無断配布などは、固くお断りいたします。 

All Right Reserved by webstage 

図の矢印を押します。 



2015/11/10 32 

『現状：状況把握』 

このチャートは説明の為の 『代表例』 であり、この様になるとは限りません。 皆様方におかれましては、ご自身の情報からご自身用

のチャートを作成して下さい。 事前の許可なくして、当資料の無断使用、無断複写、無断配布などは、固くお断りいたします。 

実線は最初の計画 

FPキャプテンで作成 

All Right Reserved by webstage 
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『変更：夢の計画との比較』 

このチャートは説明の為の 『代表例』 であり、この様になるとは限りません。 皆様方におかれましては、ご自身の情報からご自身用

のチャートを作成して下さい。 事前の許可なくして、当資料の無断使用、無断複写、無断配布などは、固くお断りいたします。 

実線は最初の計画 

点線は追加の計画 

FPキャプテンで作成 

All Right Reserved by webstage 

キャッシュの矢印を押します。 
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『変更：金融資産』 

このチャートは説明の為の 『代表例』 であり、この様になるとは限りません。 皆様方におかれましては、ご自身の情報からご自身用

のチャートを作成して下さい。 事前の許可なくして、当資料の無断使用、無断複写、無断配布などは、固くお断りいたします。 

FPキャプテンで作成 

All Right Reserved by webstage 

総収入の矢印を押します。 
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『収支比較』 

このチャートは説明の為の 『代表例』 であり、この様になるとは限りません。 皆様方におかれましては、ご自身の情報からご自身用

のチャートを作成して下さい。 事前の許可なくして、当資料の無断使用、無断複写、無断配布などは、固くお断りいたします。 

FPキャプテンで作成 

All Right Reserved by webstage 

右の下向き赤矢印を押しますとこの画面になります 
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このチャートは説明の為の 『代表例』 であり、この様になるとは限りません。 皆様方におかれましては、ご自身の情報からご自身用

のチャートを作成して下さい。 事前の許可なくして、当資料の無断使用、無断複写、無断配布などは、固くお断りいたします。 

白紙 
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例題３： 『相続税』 を確認します 

このチャートは説明の為の 『代表例』 であり、この様になるとは限りません。 皆様方におかれましては、ご自身の情報からご自身用

のチャートを作成して下さい。 事前の許可なくして、当資料の無断使用、無断複写、無断配布などは、固くお断りいたします。 

All Right Reserved by webstage 

注： FP(ファイナンシャル・プランナー)の方が特定のお客様の相続や資産情報を
取り扱いますと法律にふれるおそれがありますのでご注意ください 

現状(例1)の修繕費を下記のように変えます 
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このチャートは説明の為の 『代表例』 であり、この様になるとは限りません。 皆様方におかれましては、ご自身の情報からご自身用

のチャートを作成して下さい。 事前の許可なくして、当資料の無断使用、無断複写、無断配布などは、固くお断りいたします。 

All Right Reserved by webstage 

固定資産税課税明細書をご用意ください (例：横浜市) 



2015/11/10 All Right Reserved by webstage 39 

① 『資産』シート・タブを押してください 

相続税の状況を知りたい方 

③固定資産是課税明細書を使用して不動産の情報を
入力します。 通常「肌色」部分のみでお願いします。 

注： FP(ファイナンシャル・プランナー)の方が特定のお客様の相続や資産情報を取り扱いますと法律にふれるおそれがありますのでご注意ください 

② 必ず『住居形態』を選択して下さい 

事前の許可なくして、当資料の無断使用、無断複写、無断配布などは、固くお断りいたします。 

注：動産も同じ要領で入力します 

不動産を入力します 
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他の情報を入力します 
動産を入力します 

③詳細情報を入力します 

② 必ず適切な『番号』を選択して下さい 

①下へスクロールして項目を探し入力します 

④入力が完了しましたら、更に下にスクロールして他の資産を入
力します 

注： FP(ファイナンシャル・プランナー)の方が特定のお客様の相続や資産情報を
取り扱いますと法律にふれるおそれがありますのでご注意ください 

事前の許可なくして、当資料の無断使用、無断複写、無断配布などは、固くお断りいたします。 
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他の情報を入力します 

保険・退職金の場合です。 他の情報も同様に入力します 

③詳細情報を入力します 

② 必ず適切な『番号』を選択して下さい 

①下へスクロールして項目を探し入力します 

④入力が完了しましたら、更に下にスクロールして他の資産を入
力します 

注： FP(ファイナンシャル・プランナー)の方が特定のお客様の相続や資産情報を
取り扱いますと法律にふれるおそれがありますのでご注意ください 

②” 必ず適切な『番号』を選択して下さい 

③”  詳細情報を入力します 

事前の許可なくして、当資料の無断使用、無断複写、無断配布などは、固くお断りいたします。 

③’ 新しい版の場合、左の『入力シートの・・』を選

択します。 この選択肢が無い場合には『相続』
シートの資産の相続税のバランスシート内の
キャッシュフロー金融資産に「１or２」を入れます。 
『入力』シートの保険を反映します 。 
旧版の場合はこのようにご自分で入力します 
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相続時精算課税制度と贈与の入力 

注： FP(ファイナンシャル・プランナー)の方が特定のお客様の相続や資産情報を取り扱いますと法律にふれるおそれがありますのでご注意ください 

事前の許可なくして、当資料の無断使用、無断複写、無断配布などは、固くお断りいたします。 

必ず適切な『番号』を選択して下さい 
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相続時精算課税制度と贈与の結果 
 

相続時精算課税、贈与、生前贈与
などの額が表示されます 

注： FP(ファイナンシャル・プランナー)の方が特定のお客様の相続や資産情報を
取り扱いますと法律にふれるおそれがありますのでご注意ください 

事前の許可なくして、当資料の無断使用、無断複写、無断配布などは、固くお断りいたします。 

相続シートタブを押して相続額を確認します 
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相続人の確認 

① 『相続』シートを開きます 

④基準年の年齢がを確認します 

⑥右へスクロールして追加情
報の入力が可能です (任意) 

⑦下へスクロールして他の資産を入力します 

⑤孫の年齢を入力し
ます (任意) 

年齢の入れ方 
・存在しない場合は削除(何も記入しない)または『-888』 

・死亡者は『777』と記入 

・１０年後に出生する場合は、『-10』のようにマイナスを付けて記入 

②相続税を計算する年(西
暦)を入れます 

注： FP(ファイナンシャル・プランナー)の方が特定のお客様の相続や資産情報を取り扱いますと法律にふれるおそれがありますのでご注意ください 

③ 子・孫または兄弟姉妹の選択  

事前の許可なくして、当資料の無断使用、無断複写、無断配布などは、固くお断りいたします。 
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相続税のバランスシート確認 

注： FP(ファイナンシャル・プランナー)の方が特定のお客様の相続や資産情報を
取り扱いますと法律にふれるおそれがありますのでご注意ください 

事前の許可なくして、当資料の無断使用、無断複写、無断配布などは、固くお断りいたします。 

相続財産です 

FPキャプテンで作成 

キャッシュフローの情報を使用する場合は、キャッシュフローの番号
『1 or 2』を入力します。  
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各人の相続税 
②各人の配分率を変える場合はこの行に入力。 何も入れない時は法定相続で配分 

①相続額概算、相続税概算などが参考として表示されます 

注： FP(ファイナンシャル・プランナー)の方が特定のお客様の相続や資産情報を取り扱いますと法律にふれるおそれがありますのでご注意ください 

事前の許可なくして、当資料の無断使用、無断複写、無断配布などは、固くお断りいたします。 

FPキャプテンで作成 
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例題４： 提案書作成  

事前の許可なくして、当資料の無断使用、無断複写、無断配布などは、固くお断りいたします。 

 リタイアメント後の生活に関して   

 

 相続対策は必要か 
 



2015/11/10 All Right Reserved by webstage 48 
事前の許可なくして、当資料の無断使用、無断複写、無断配布などは、固くお断りいたします。 

提案書の作成 
下のシートタブで『提案書』を開きます 

②タイトルを入れます 

①提案書を押します 

右の赤線から右はコメント欄です。 
印刷されません 
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事前の許可なくして、当資料の無断使用、無断複写、無断配布などは、固くお断りいたします。 

目次の確認 
右側の次への緑矢印を押すか、下へスクロールします。 
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事前の許可なくして、当資料の無断使用、無断複写、無断配布などは、固くお断りいたします。 

『始めに』を開きます 
右側の次への緑矢印を押すか、下へスクロールします。 
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事前の許可なくして、当資料の無断使用、無断複写、無断配布などは、固くお断りいたします。 

『雛形３』を開きます 
右側の右向き緑矢印を押すか、右へスクロールします。 
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事前の許可なくして、当資料の無断使用、無断複写、無断配布などは、固くお断りいたします。 

『雛形３』をコピーします 

①押す 
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事前の許可なくして、当資料の無断使用、無断複写、無断配布などは、固くお断りいたします。 

『雛形３』が『始めに』にコピーされました 

FPキャプテンで作成 
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事前の許可なくして、当資料の無断使用、無断複写、無断配布などは、固くお断りいたします。 

『プロフィール』を確認します 
右側の次への緑矢印を押すか、下へスクロールします。 
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事前の許可なくして、当資料の無断使用、無断複写、無断配布などは、固くお断りいたします。 

右側の次への緑矢印を押すか、下へスクロールします。 

『金融資産』を入力します 

FPキャプテンで作成 
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事前の許可なくして、当資料の無断使用、無断複写、無断配布などは、固くお断りいたします。 

『積立年金・生命保険など』を確認します 
右側の次への緑矢印を押すか、下へスクロールします。 

FPキャプテンで作成 
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事前の許可なくして、当資料の無断使用、無断複写、無断配布などは、固くお断りいたします。 

『バランスシート』を確認します 
右側の次への緑矢印を押すか、下へスクロールします。 

①ローンの選
択をします 

FPキャプテンで作成 
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事前の許可なくして、当資料の無断使用、無断複写、無断配布などは、固くお断りいたします。 

『ライフイベント』を確認します 
右側の次への緑矢印を押すか、下へスクロールします。 

追加項目がある時
は入力します 
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事前の許可なくして、当資料の無断使用、無断複写、無断配布などは、固くお断りいたします。 

『希望』と『ファイナンシャル・ゴール』を入力します 
右側の次への緑矢印を押すか、下へスクロールします。 

記入します 

記入します 
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事前の許可なくして、当資料の無断使用、無断複写、無断配布などは、固くお断りいたします。 

『ＦＰの提案内容』を入力します 
右側の次への緑矢印を押すか、下へスクロールします。 

記入します 

必要なものを
印刷します 

FPキャプテンで作成 
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追加説明項目 
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保険金と氏名の入力方法 

事前の許可なくして、当資料の無断使用、無断複写、無断配布などは、固くお断りいたします。 

図の矢印を押します。 

家族4名 小中高公立 自宅購入(固定金利) 

① 保険の入力 
      入力シートを開き左右中央・上下中央にある以下の表に入力する 

保険金額 
30歳～55歳 2000万円 
30歳～99歳 1000万円 

② 名前の入力 
      入力シートを開き上段左側と中央にある以下の表(青字)に入力する 

③ 作成日と作成者の入力 
      入力シートを開き上段右にある以下の表(黒字)に入力する 
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保険金と必要保障グラフを開きます 

このチャートは説明の為の 『代表例』 であり、この様になるとは限りません。 皆様方におかれましては、ご自身の情報からご自身用
のチャートを作成して下さい。 事前の許可なくして、当資料の無断使用、無断複写、無断配布などは、固くお断りいたします。 

Input1 (現状・例1)を表示する場合、Input2(変更・例2)にゼロを入れます。 

必要保障額は、基準年の翌年から40年間または余命までの短い方の期間に対応する必要

額を近似式で概算計算して参考として表示しています。 なお、生活費・家賃・保険は、相続
発生年から適切に減額していますので、あくまでも参考額です。  (減額率は、『入力』シー
ト・タブで調節できます) 
予備費として生活費の２年分を加算しています 

FPキャプテンで作成 

FPキャプテンで作成 
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このチャートは説明の為の 『代表例』 であり、この様になるとは限りません。 皆様方におかれましては、ご自身の情報からご自身用
のチャートを作成して下さい。 事前の許可なくして、当資料の無断使用、無断複写、無断配布などは、固くお断りいたします。 

All Right Reserved by webstage 

参考：年間収支、預金と使途不明金(自動計算)の関係 

前
年
預
金 

基
準
年
預
金 

収
入 

支
出 

収
入 

支
出 

前
年
預
金 

基
準
年
預
金 

基
準
年
預
金 

前
年
預
金 

支
出 

収
入 

収支を前年預金
残高に追加 

収支は基準年預金残
高に織り込み済み 

(基準年預金 - 前年預金）と
(収入 - 支出)が合わない 

使
途
不
明
金 

収支 収支 
収支 

前
々
年
末
高
と
表
記 

注：自動計算の場合は予め判明している使途不明金を『支出』の『その他』に入力します 
  前々年度預金残高が『0.00001』の場合は、使途不明金を手動で入力できます 

手動入力可能 自動計算 使途不明金の取り扱い ⇒ 

前々年末預金残高が不明で、基準
年預金残高が判明している場合 

前々年末預金残高と、基準年預金残
高の両方が判明している場合 

『入力画面の色々』のページ参照 
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『ご清聴ありがとうございました』  

このチャートは説明の為の 『代表例』 であり、この様になるとは限りません。 皆様方におかれましては、ご自身の情報からご自身用

のチャートを作成して下さい。 事前の許可なくして、当資料の無断使用、無断複写、無断配布などは、固くお断りいたします。 

All Right Reserved by webstage 


