
効果的なＦＰ相談を目指して
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開催日：2020/8/15

・自営業者からの相談には、どう対応するか？

＜ZOOMセミナー併催＞

～ＦＰキャプテンを駆使してＦＰ相談の質を高めましょう～

2020年8月１5日
KFP組合員 小川 和明



本日の目的とお願い
•ZOOMでの開催であり、ZOOMの参加に慣れていただく。

•チャットでの講師への問い合わせはご遠慮ください。

•事前に登録されたレジュメを印刷してお手元に用意して
ください。

•FPキャプテンを起動しておいてください。

•オリジナルのFPキャプテンは常に、大事に保管し、セミ
ナー使用（あるいは実務で使用）時に、その都度適切な
名称で保管してから始めてください。

•セミナー中での質問は、ZOOM参加者はマイクをオンに
して、その都度、お話しください。
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マイクオン/オフが切り替わります。
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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。

押す
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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。

最後に押す

①デスクトップを選ぶ

Windows10で名前を変えた場合は、エクセルを完全に閉じてから、再度開いて下さい

①ファイル名の先頭に適切な文字を入れます
②ファイル名の２個の"＠"の間は変更しないで下さい。
③ファイル名に新たに『_』『-』『@』『.』『,』『/』『』小文字などを追加使
用しないで下さい。



準備１： 今回使用するＦＰキャプテンを開きます
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準備２：セミナーのレジュメを入手します

「結婚予定の方」対応

「提案書作成方法」

「Q and A」

「改定情報」

「全ガイド」

「更新版導入方法」

「別名保存方法」

「セミナー資料」

①

「メ
ニュー」
シートを
上へスク
ロールし
ます

②

「ＦＰキャプテン・
使い方」を押します

③ WEB上の「ＦＰキャプテン・使い方」が開きますhttp://webstage21.com/cfs/

ＦＰキャプテンの
「データ記入シート」
はここを押します。

「最初にお願いしたい事」

http://webstage21.com/cfs/


準備３：今回使用するセミナーのレジュメを入手し印刷します
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レジュメを印刷します
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準備４：ＦＰキャプテンを大きくし、Zoom画面を小さくする

⇒サムネイル画面の上にカーサーを持って行って「非表示」を押すと最小になる

①レジュメの印刷を見ながらFP
キャプテンに入力をします

②Zoom画面とスピード
を合わせて進みます

③サムネイルビデオの非
表示を押すと最小になる
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「ＦＰキャプテン」利用のメリット

～キャッシュフローで判断するライフプラン相談
へレベルアップ～

１、「ＦＰキャプテン」のキャッシュフローは

＊児童手当、住まい給付金、住宅ローン控除、

所得税、年金を自動計算

２、相談の質的向上

＊計算・資料作りは「ＦＰキャプテン」で時間短

縮、条件変更によるシミュュレーションと相談

の時間を増やせる

神奈川県FP協同組合



新規情報
新規計
算結果 新規

グラフ

新規情
報
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『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

神奈川県FP協同組合
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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

神奈川県FP協同組合
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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
自動入力機能・統計値による計算・年金自動計算

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



今日はあえて使ってみます
相談内容 ６７歳、男性 蕎麦打造氏

※FPキャプテンは、20歳～59歳の給与所得者で年収が150万円以上が対象です。

• ６５歳で定年退職し、子供たちは独立結婚しており、念願だった蕎麦屋を開店した。

• ２年経ち、軌道に乗ってきたが、今後夫婦二人の豊かな生活をするために老後の生
活設計を相談したい。

• 妻５５歳とは再婚ですが、６６歳で結婚したため、加給年金は支給されず、あと１
０年は年金を納めることになります。１６５４０円/月。

• 蕎麦屋の開店で２０００万円の退職金は１５００万円を使い、現在の手元の預貯金
は５００万円ほどしかありません。他に株式で３００万円程あります。

• 蕎麦屋の店としての収入は月５０万円ほどで、経費が３０万円ほどかかっています。

• 蕎麦屋からの収入は２０万円/月。自身の年金は２５０万円ほどが給付されています。

• 国内旅行は、年に１回（５０万円）、海外旅行は、５年に１回（１５０万円）

• 二人の子供へ２５０万円づつ援助したい。

• 主人の趣味に１万円/月は、欲しい。

• 車は１台、買い替える予定です。
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コンテンツの有効化を押す

最初に
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『メニュー』 ⇒ 『質問票』の矢印を押す

神奈川県FP協同組合

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

質問票を押す
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神奈川県FP協同組合

『質問票』が開きます

①「ＯＫ」を押します
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『質問票』に記入します (年齢)

神奈川県FP協同組合

①質問票に年齢を記入します

②質問票の金融資産に記入します。



基本情報の入力
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入力タグをクリックします。

本人と配偶者の名前の入力

蕎麦屋の収入
20万円／月

支出の
入力へ

神奈川県FP協同組合

最初の方は既に0.00001が入力されています。変更された方は入力します。

８３歳まで

入力シートを開きます
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相談者の支出と希望している支出を入力する
開始年と終了年と間隔を入れる。毎年なら１を入力する

ローンは完了していますが、メンテ費の発生の為に自宅購入情報を入れる

メンテ費用を入れる



その他の情報を入力する
夫婦の年金額を入力する

自宅の修繕費を入力する 400→0

神奈川県FP協同組合
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平均余命：0.5

とすると遺族年金が支給
される 【カラム：A28】
相談者の場合は８４歳

↓入力シート右上部にあります。

入力後、図のタグをクリックする

【カラム：S49】

加給年金が支給されない
【カラム：Q26】を「0」



現状のライフプランをグラフで見てみる

ご主人の寿命到来とともに徐々
に金融資産を食いつぶしていく。
奥様が７２歳時は１０００万円
程と心配。

蕎麦屋の廃業

奥様の老後の生活
をどうするか
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図のシートの
一番上です。

次のシートを
見るときは、
赤い矢印↓を
クリックしま
す。

車買替

リフォーム工事、
海外旅行、仕送り

グラフはプ
ルダウンボ
タンで選択
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次にキャッシュフローを見てみる。

自家用車

現状のライフプランをグラフで見てみる
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現状のライフプランをCF表で見てみる

基本生活費は入
力しなければ、
統計値を表示し
ます。

赤字家計となっていく
①自宅補修２００万円
②４００万円の車購入
③海外旅行費用が発生

見やすくするために：子供予定のセルをクリックし、夫婦二人の表示にします。

二人の子供への支援が
２０２５年と２０３０年
にそれぞれ２５０万円
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相談者と改善プランのやりとりを
＜問題点＞

グラフ、CFにあるように、厳しい結果です。

またもしもの時を想定してご自身が平均余命で亡くなられたときとしています。

改善策として、以下の順に考えてみましょう。

（１）車のランクを変えてみましょう。

（２）子供への支援も見直しましょう。

（３）いつまで、蕎麦屋を続けましょうか。

（４）奥様はまだお若いですね。少し働きましょう。健康面でも

（５）海外旅行費用もみなおしましょう。

（６）蕎麦屋の店舗は、閉店と共に売却しましょう。

（７）現在の自宅は２００１年に建築していますので、維持修繕費を

いれていますが、見直しましょう。

（８）最後にご自身が亡くなられた後を考えましょう。
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検討案を入力する

FPキャプテンは、相談時に検討案をいれながら、オリジナルと比較でき
ます。以下の項目を変更欄に入力します。

（１）車のランクを変えてみましょう。４００→２００万円に

（２）子供への支援も見直しましょう。２５０→１００万円に

（３）いつまで、蕎麦屋を続けましょうか。８３歳までは続ける

（４）奥様はまだお若いですね。少し働きましょう。健康面でも

ご相談の上、少し年間１００万円ほど働いて年金満額を

（５）海外旅行をコンパクトに。２００万円→１００万円前後で

（６）蕎麦屋の店舗は、閉店と共に売却しましょう。２０００万円で

（７）現在の自宅は２００１年に建築していますので、維持修繕費を

いれていますが、見直しましょう。少し抑え目で見ましょう。

（８）遺族年金をいれてみます。キャプテンは余命を計算しています。

※その他、契約している保険の精査もお勧めしましょう。



検討案を入力する

神奈川県FP協同組合
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入力シート左部にあるオレンジの矢印をクリックします。

入力後、図のタグをクリックする

店舗売却

奥様のパート収入

車のランクダウン

子供への支援

入力シートの「変更」を開きます

奥様独りの生活費の補正

維持修繕費の見直し
（カラム：Q110)
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経費削減と奥様のパート収入、更に閉店時の店舗売却により金融資産は大きく改善
相談時には、個々に変化点を見せながら、採用提案を決めていくようにしたい。

変更後のライフプラングラフを見てみる

参照：P21

グラフの選
択のプルダ
ウンボタン
で選択
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変更後の金融資産を対比グラフで見てみる

折れ線グラフがオリジナル、棒グラフが提案後のグラフ

年齢はご主人の年齢です。お亡くなりになられた後も３９００万円
超の金融資産があります。

参照：P21

グラフの選
択のプルダ
ウンボタン
で選択

最後に下向
き赤矢印を
2回押しま
す
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次にキャッシュフローを見てみる。

自家用車

オリジナルと提案後のCFをグラフで見てみる

奥様の老後は３９００
万円超の資産が残る

収支の改善
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変更後のライフプランをCF表で見てみる

ご主人が亡くなった後も４０００万円程の金融資産が残る。

葬
儀
費
用
他

※奥様独りの生活費の補正をいれています。



夫婦二人の生活
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相談者と改善プランのやりとりをする前に

実際には左記の生活費に加
え、税金や社会保険料など
の非消費支出が月平均で
29,092円かかります。その
ため、夫婦２人世帯の1か

月あたりの老後平均支出は、
合計で264,707円となりま
す。
一方、夫婦2人世帯の老後
収入の平均額は222,834万
円と、支出よりも41,872円

少なくなっています。高齢
夫婦2人世帯では、月々4.2

万円程度を貯蓄から切り崩
すなどして生活しているこ
とが想定されます。
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単身でも１５万円/月

は必要（持家だが維
持費もかかる）



生活費について
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その他

•ＦＰキャプテンが使用している統計値はFPキャプテン「メニュー画
面」の下の方に統計値の出典というところに一覧表があります。

•統計値は毎年、更新されます。

•情報シートをクリックすることにより確認できます。
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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『数式バー』に入れます。
「・・・に関する・・」と入れます。

④次への下向き矢
印を押します。

③タイトルが表示されます。
「・・・に関する・・」とします。

①作成日を入れます。

FPキャプテンには便利な提案書作成機能があります。ここ
からEXCELファイルで説明します。
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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。

次への下向き矢印
を押します。



2020/8/11 All Right Reserved by webstage 37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。

『始めに』を開きます

雛形１を表示を押す
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『雛形１』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。

雛形１を上書きを押
す

注： 例題１～５とは違う
ライフプランを使用します
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『雛形１』をコピーします

①押す

注： 例題１～５とは違う
ライフプランを使用します
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『雛形１』が『始めに』にコピーされました

必要があれば修正
します

住所・氏名・署名（印刷後）などを記入します



2020/8/11 41

『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。

次への下向き矢印
を押します。

注： 今回の例題とは違う
ライフプランを使用します
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現状の金融資産の詳細を記述します。

『金融資産』を入力します

①詳細を記入しま
す

②詳細を記入します

③詳細を記入しま
す

注： 今回の例題とは違う
ライフプランを使用します
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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 『ラベル内容』表示の場合

①詳細を記入しまし
た

②詳細を記入しました

③詳細を記入しました

FPキャプテンで作成
注：円グラフの表示が『番号,額』の場合があります。

番号は上から表の順番です

⑤注意書きが出ます。
右の『注意表示』で消せます。

(バージョン 16.06以降対応)

⑦額(万円)だけの選択が出来ます
(バージョン 16.06以降対応)

④グラフをク
リックして、
『グラフツー
ル⇒デザイ
ン』でグラフ
の表示形式の
変更が出来ま
す

⑧次への下向き矢印

を押します。

⑥注意書きを消去できます
(バージョン 16.06以降対応)

注： 今回の例題とは違う
ライフプランを使用します

Seminar3_5_KFP@305040_寄贈-KR@313.xlsm
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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 『番号,額』表示の場合

①詳細を記入しまし
た

②詳細を記入しました

③詳細を記入しました

FPキャプテンで作成
注：円グラフの表示が『番号,額』の場合があります。

番号は上から表の順番です

⑤注意書きが出ます。
右の『注意表示』で消せます。

(バージョン 16.06以降対応)

④グラフをク
リックして、
『グラフツー
ル⇒デザイ
ン』でグラフ
の表示形式の
変更が出来ま
す

⑥注意書きを消去できます
(バージョン 16.06以降対応)

⑨次への下向き矢印
を押します。

⑧右の欄に『1』を入
れて詳細を表示します

⑦額(万円)だけの選択が出来ます
(バージョン 16.06以降対応)
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『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

次への下向き矢印
を押します。

注： 今回の例題とは違う
ライフプランを使用します
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『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。

基準年のローンは
『現状(例１)』で
す

次への下向き矢印を
押します。

ローン残高を控えま
す

FPキャプテンで作成
注：円グラフの表示が『番号,額』の場合があります。

番号は左上の表の順番です

⑤注意書きが出ます。 前述の方法で消せま
す。

『ラベル内容』表示に変更す
る場合は、“『金融資産』を
入力します”の項目を参照く
ださい
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『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。

①追加項目がある
時は入力します

②次への下向き矢
印を押します。



2020/8/11 48

『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。

①記入します

②記入します

③次への下向き矢
印を押します。
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『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。

①記入します

②記入します

③次への下向き矢
印を押します。
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『今後の収入・支出の状況と問題点』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。

①記入します

③次への下向き矢
印を押します。

FPキャプテンで作成

注： 今回の例題とは違う
ライフプランを使用します
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『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。

①記入します
②必要なもの
を印刷します

③次への下向き矢
印を押します。

FPキャプテンで作成
注： 今回の例題とは違う
ライフプランを使用します
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『終わりに』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。

①記入します

②必要なもの
を印刷します

③次への下向き矢
印を押します。FPキャプテンで作成

注： 今回の例題とは違う
ライフプランを使用します
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