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Adobe Acrobat Reader DCの入手先
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NO_044 Q: 自営業の場合の入力方法をお知らせ下さい

• A: ＦＰキャプテンは原則「給与所得者」を対象としています。

「自営業」の場合は次の修正を行ってください。

• 「入力」シート左上の「基準年・税込年収(万円) 」欄に確定申告書 B 
の収入金額を入れます。 「入力」シート左上の「任意：基準年可処
分所得」欄に次の計算で求めた可処分所得を入れます。

• 可処分所得 = [収入金額(税込収入) ㋐～㋒ ] - [必要経費*] - [社会保険
料控除 ⑫ ] - [所得税と復興税の申告納税額 ㊺ ] - [住民税*]         

• 「入力」シート上部の「退職金率:額」欄を「0」を入れます。

• 「入力」シート右上の「公的年金受取額」に適切な額、

不明な場合は「78」を入れます。

• 尚小規模企業共済を使用する場合は、「入力」シート中部の「資産・
保険」をご使用下さい。
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家族構成 ケース１

花生 華子様（４０歳）ＩＴエンジニア（大企業） 年収１，５００万円
金融資産残高 ２，０００万円 基本生活費 不明
自宅マンション４，０００万円（２０１２年購入）
住宅ローン３，０００万円 固定 １，７％ 返済期間３５年

花生様の希望（４２歳で退職予定70歳まで）
現在の仕事を退職して，フラワーアレンジメントの店を開業したい。
開業資金：内装工事→約２００～５００万円目安

物件費等→約２００～４００万円目安 合計１，０００万円
売上目標：８００万円 ＊家賃120万円（年間），材料費等480万円（年間）

注：ＦＰキャプテン２０２０年版を使用します
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開業歳は
退職した
次の歳を
記入

42歳退職
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現状： 退職（42歳） 副収入（43歳～70歳）（800万円） 店の開店・回転資金
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店の開店・回転資金の追加
副収入：D/G19
退職：Q22
支出：D/G41～43

神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協同組合



現状： 退職（42歳） 副収入（43歳～70歳）（800万円） 店の開店・回転資金
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変更： 副収入を増加 （800万円⇒900万円） 変動率：５%の場合
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副収入を900万円に変更

副収入に変動率５％追加
⚫ 変動率の適用方法は2019年を基準年として、

2020年から「5%」ずつ加算します。
⚫ 開始年が43歳の場合には既に40歳～43歳
の分が加算された値からスタートします 神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協同組合

注意
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2019年に開業した形に
なってしまう
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変更： 副収入を増加 （800万円⇒900万円） 変動率：５%の場合
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ケース２に入る準備

① 現在開いているFPキャプテンを終了して下さい
② 新しいFPキャプテンを開いてから、

『メニュー』の画面を開いてください

ケース２が始まるまで休憩をお取りください
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NO_046 Q: 通常の大学生、奨学金をもらっている（もらう予定）
大学生の対応方法はありますか？

• A: ＦＰキャプテンは原則、「給与所得者（年収 150 万円以上）」を対象としています。

• 就職内定者につきましては次の方法で将来を大まかに予測できます。

メニューシートの Q&A の『現在独身ですが、将来の結婚後のキャッシュフロー予測ができまか？』

を参照して出来るだけ多くの情報を入れます。

基本生活費は「統計値」を使用しますので何も入れません。

• 仕事欄に関しては、内定職種を選択します。 全ての 関連内容が入力できましたら、

下の「上記ご回答をグラフに表示」黄ボタンを押します。 その後次の方法をご活用ください。

• 「入力」シート右側にあります「本人：今回仕事開始年」（カラム”Q21”）に仕事を開始する年齢
を入れます。

• 次に、「入力」シートの支出関連欄に学費（キャッシュフローの一番下にある純然な学費のみ）から

奨学金を引いた額を入れます。 アルバイト代および親からの仕送りは副収入に 入れます。大学生の

時の収支が合わないときは支出関連欄の学費で調整してください。

• 勤務後の奨学金の変換は、支出関連欄に勤務一年後から決められた額と期間を入れます。

今年を基準年として入力する場合は、入力欄の上部（カラム”H7”）で調整します。

「1」と入 れれば 1 年後になります。
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NO_017 Q:現在独身ですが、将来の結婚後の
キャッシュフロー予測ができますか？

• A: 2020 年版では、「メニュー」シートの「質問票」のカラム M183 にある『結婚予

定』を押して下さい。 新しいシートが出来ますので分かる範囲で全てをご記述下さい。

配偶者の給料が不明な場合は企業規模と職業の選択を行ってください。（統計値を使用します）

将来お子様が誕生する場合は子供の欄に誕生予定西暦年をご入力ください。

• 基本生活費が不明な場合はブランクにして下さい。 （この場合も統計値を使用します）

• 将来自宅購入予定の場合もご記入下さい。

• 最後に「上記ご回答をグラフに表示」黄ボタンを押します。

• 基準年末（通常昨年末）の情報をすべて入力します。

• （生活費は出来るだけ未入力（ブランク）にして統計値を使用して下さい）

• 最初 はメニュー・シート(タブ)の「質問票を使用しての入力」の赤矢印を選択して下さい。
• 『ＦＰキ ャプテン：２０２０年版の機能図解』（下記 URL）にも記述されておりますのでご参照ください。

• https://chicappa-webstage.ssl-lolipop.jp/cf/fpcaptain_newfunctions_2020edition.html 
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NO_020 Q:昇給率の適用に関して教えて下さい。

• A: 本ソフトの入力シート(タブ)の可処分所得は税込年収の欄がブランク
の場合は昇給率を適用しません。

• 昇給率は税込年収の方に適用しますので可処分所得の上昇率は社会保
険・税金を引いた額ですので通常は税込年収を下回ります。

• また、現状(例 1)と変更(例 2)で基準年の税込年収と可処分所 得が同
額・同率の場合であっても、扶養家族などが違う場合所得控除額が違
います。

• 基準年時点で既に昇給最終年以降の年齢になっている場合は、入力の
『可処分所得の変動率フラグ』 カラム「G12」をゼロにすることで 60 
歳以降の昇給率をゼロに出来ます。
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ケース２

大阪 圭様（２２歳）大学４年生（大手IT企業就職内定）
錦織 直美様（２２歳）大学４年生（神奈川県警就職内定）
金融資産残高 １５０万円（男性）１００万円（女性）
基本生活費 不明
• （親からの仕送り・バイト代）副収入：２００万円
• 学費:年間１２０万円、奨学金：年間５０万円
• 奨学金返済：年間２５万円（２０２０年から１０年間）

本人希望： ２０２２年には錦織直美様と結婚予定
＊２０２５年には分譲マンションを購入したい
新居家賃：月１０万円 頭金：１，０００万円
結婚式費用：２５０万円 固定：３，０００万円（金利１．２８％，３５年）
新居準備費：１５０万円 変動：１，０００万円（金利０．４％，１０年）
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『メニュー』シートを開いて入力します

『上記入力をグラフに表示』を押します 26神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協同組合



結婚資金+
新居準備金

新居家賃
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2022年結婚予定・結婚費用・新居（借家）など
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奨学金受給
とアルバイト

奨学金返済
と学費

追加入力

副収入：G18
奨学金：G19
新居家賃：J/K28
学費：G41
奨学金返済：G42
結婚式費用・
新居準備費：H/L43



自宅購入の注意点を検索
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家賃最終支払年の入力
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家賃の支払い
最終年を入れ

ます
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住宅購入

比較： 借家 vs  自宅購入
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企業型確定拠出年金、マッチング拠出年金及びiDeCoの
法令要件は複雑であります。
法令を詳しく調べてからご使用いただきたいと思います。

FPキャプテンは法令要件を確認していません。
よって、皆様方の入力通り計算し反映いたします。
（すなわち、間違った入力の場合はそのまま反映してします）
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確定拠出年金

神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協同組合



NO_028 Q: 2020 年版に新たに出来た iDeCoとマッチング拠出年金に関して教えて下さい。

A: 次に色々な質問に対する回答を記述していますのでご参考にして下さい。
確定拠出年金この項目の「積立開始年」「積立終了年」は全ての場合に於いて、本人及び配
偶者の年齢を使用します。（注：西暦を使用すると計算しません）

また、FPキャプテンは企業型確定拠出年金、マッチング拠出年金及びiDeCoの法令要件を確
認していません。よって、皆様方の入力通り計算し反映いたします。

１、拠出年金とiDeCoの入力画面は「現状」と「変更」は共用のようですが、現状の方を適用し
ないようにできませんか？⇒現在の版では「現状」に適用し、「変更」は「現状」から自動コ
ピーを受けます。年金の場合は『Q28～R30』にコピーし『Q88～R90』はその自動コピーです。
もし「変更」だけに使用する場合は、『Q88～R90』に実際の数字を入れ、『Q28～R28』にゼロ
を入れます。退職金の場合は直接加算していますので別々の変更は出来ません。

• ２、入力画面J131が入力できません⇒J131の据置期間は積立終了年を入れますと自動的
に入ります。（65歳を据置終了年として自動計算します。）
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Answer１年金事例
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0を記入



Answer２据え置き期間
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積立終了年
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NO_028 Q: 2020 年版に新たに出来た iDeCoとマッチング拠出年金に関して教えて下さい。

３ iDeCo の み の 場合 の 入力 を 教 え て 下 さ い 。

企業型確定拠出年金をしようしていない場合、企業型確定拠出年金の積立終了年 H126 と H146) に iDeCo
の 積立終了年 H131 と H146 と“同じ歳”をいれてください 。

それ以外の D126 K128 及 び D141 K143 には何も入れないでください。これにより自動計算します。

４.入力 L136 と G136 に数字が反映されません 大阪圭@211.xlsm

⇒これらは、 E136 と F136 に数字を入れませんと反映しません。

５.マッチング拠出年金と iDeCo の 積立金は支出に反映しますが、 年金、一時金 に反映しますか？

次のように 使用上の制限があります。 年金、一時金に反映する為には、左側の上向きオレンジ

矢印（ A126 or A141 ）を押した場合です。この時繰上 年金 ・繰下年金の場合は据置期間の表示（ J126は
変えませんが、実際の年金への反映額は据置期間を自動調整します。 一 時金に自動反映するのは『一時
金・額』に『 1 』を入れた場合、全額を退職金に加算します。（全額を一時金でもらう場合は退職金に加算する
時だけです） この為、積立終了年は退職金取得年と同じかそれ以前でないと動作しません。

（注：プログラム的には 60 歳未満 でも一時金になりますので注意して下さい）

据置期間の表示（ J126 ）は変えませんが、実際の退職金への反映額は据置期間を自動調整します。

一時金と年金に分ける場合は手動で入力することになります。（この場合、自動計算はしません）
38
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今回の夫
の場合

今回の妻
の場合

i D e C o加入対象者・拠出限度額

⚫ 企業型確定拠出年金がある場合でiDeCoに加入できる企業は少ないです
⚫ マッチング拠出年金がある場合iDeCoに加入できません
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マッチング拠出制度の概要
マッチング拠出
対象者

対象：マッチング拠出制度を採用している会社の加入者

掛金支払
限度額

会社ごとに決められた金額の中から、以下の要件を満たす金額を選択
要件1：加入者掛金累計が、事業主掛金累計を超えないこと
要件2：事業主掛金累計と加入者掛金累計の合計額が掛金拠出限度額
累計を超えないこと
＜掛金の拠出限度額＞
企業年金がある場合：年額33万円（月額２７，５００円）
企業年金がない場合：年額66万円（月額５５，０００円）
＊他の企業年金とは、厚生年金基金、確定給付企業年金など

掛金支払い方法 加入者掛金は給与から控除
支払った掛金は全額小規模企業共済等掛金控除の対象
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クリック
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42

iDeCoのみの場合も積立終了年を入れます

据置期間は自動計算
に任せます開始年は勤務

してから

マッチング拠出
の限度額です

iDeCoの最高
掛金です
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比較： 借家 vs 自宅購入 &   確定拠出年期 無し vs  有り

注意



比較： 借家 vs 自宅購入 &   確定拠出年期 無し vs  有り
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