
効果的なＦＰ相談を目指して
基礎編
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開催日：2020/9/5

「３５歳サラリーマン。年収６２０万円でどれくらいの

家が買えるか？子供３人の教育はしっかりさせたいという希望

を叶えるためにFPに相談した」というのが今回のテーマです。

＜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9月5日

KFP組合員 佐藤 博信

ＦＰキャプテン 2020年版使用 修正



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

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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ＦＰキャプテン 2020年版使用
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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



9

「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

10

『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

ローン期間を20年から35年に変更

住宅ローン20年の
キャッシュフロー

住宅ローン35年の
キャッシュフロー
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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）

4. 後日：提案書をお渡しする (印刷)

『ＦＰキャプテン』を使用すれば可能です



相談内容
鈴木さんは今年３５歳になるサラリーマンです。そろそろマイホームを持ちたいと奥様と
相談をしています。現在の年収６２０万円でどのくらいの家が買えるのか？子供３人の教
育費はどのくらい掛るのか？子供の教育はしっかりさせたいと思っています。また、自分
に万一のことがあった場合に今加入している保険で足りるのかも気になっています。
奥様と相談をし、ファイナンシャル・プランナーにアドバイスを受けることにしました。

家族状況

鈴木 二郎：S５９年２月１日生、

咲子：S６２年２月７日生、

龍一：H２４年１０月２３日生、

愛子：H２６年９月３日生、

慶一：H２８年１２月１９日生、

収支状況（２０１９年）

①年収：６２０万円

②支出：基本生活費・・・・２４０万円

住居費・・・・・９６万円

保険料・・・・・３６万円

生命保険

①団体定期保険：２０００万円

②定期保険特約付終身保険：
• 終身保険：５００万円

• 定期保険：１０００万円（６０歳ま
で）

③医療保険：入院日額５０００円

（家族型）

④掛け金：３万円 （前出の保険料）

（６０歳になるまで、月掛け）

貯蓄（積立）状況 （今年末解約）

①財形住宅貯蓄：２万円／月

②住宅積立貯金：３万円／月
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資産状況（２０１９年１２月末）
①金融資産：定期預金・・・・・・・６００万円

②自宅は借家で家財・・・６００万円（新価）

プラン作成に当っての希望

①１年以内にマイホームを購入したいが住宅ローンの返済は大丈夫か？東京に

通勤１時間以内で５０００万円以内の戸建て住宅を希望、買えるか？どんなロー

ンが良いか？住宅ローンは６５歳定年退職までに完済したい。

②子供には４年制大学（私立）には行かせたいが負担に耐えられるか？

③万一の場合の保障は現在額で大丈夫か・・・？
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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』が質問票を表示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

ＦＰキャプテン 2020年版使用
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『質問票』に記入します

最後にここをクリックする

①質問票に年齢を記入します

ＦＰキャプテン 2020年版使用



現状のライフプランをグラフで見てみる

「上向き赤矢
印」を押します



現状のライフプランをグラフで見てみる
「入力」の矢印を押します
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基本情報の入力
入力シートを開きます

「図」を押します



現状のライフプランをグラフで見てみる

「他へ」の上向き
赤矢印を押します
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現状のライフプランをグラフで見てみる

「キャッシュ」を押します
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現状のライフプランをCF表で見てみる－１
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現状のライフプランをCF表で見てみる－２

家計破綻
「入力」を押します



現状の問題点
① 次郎様が４７歳から５９歳までの間、金融資産残高がマイナスとなる。
（最大マイナス５５歳時１１５７万円）

お子様３人を４年制私立大学まで行かせる経済的負担と

５０００万円の住宅購入のための住宅ローン４７００万円の

返済負担が重なったことが原因か！

② ３６歳時点での生命保険金額が必要保障額を大きく下回っている

必要保障額（６８３８万円）－加入生命保険金額（３５００万円）

＝３３３８万円（不足額）
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対策

対策① 配偶者がパート（年収１００万円）で働く

対策② 購入物件価格を下げる（５０００万円から３３００万円へ）

借入を３０００万円

諸費用を１６０万円

メンテ費用を３３万円 に変更

最後に 対策①と対策②の両方を実施した時を見る
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改善策(対策①)の入力
入力シートを開きます

「比較グラフ作成」を押します
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改善策の入力 （対策①）
入力シートを開きます

「図」を押します

「妻のパートタイ
ムを入力

「妻のパートタイ
ム開始年齢を入力
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対策①の変更ライフプラングラフを見てみる

（妻が３４歳からパート（年収１００万円）で働き始める）

最初に「変更」の
グラフを選択する

最後に「キャッシュ２を押す

「次へ」の下向き赤
矢印を２回押します
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対策①のライフプランをCF表で見てみるー１
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対策①のライフプランをCF表で見てみる－２

「図」を押す
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現状と対策①のCFをグラフで比較する

住宅ローン残高推移

現状

対策①

「次へ」の下向き赤
矢印を押します



神奈川県FP協同組合 34

現状と対策①&②の必要保障額をグラフで比較する

現状は必要保障額は大幅に不足していたが
配偶者がパート（年収１００万円）で働く
ことで大幅に改善される。

「他へ」の上
向き赤矢印を
３回押します

最後に「入力」を押します
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改善策の入力 （対策②）
入力シートを開きます

「図」を押します

「青の下向き矢印」を押します

「パート収入」をクリアします

「パート開始歳」
を元に戻します

「物件価格」
を変更します
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対策②の変更ライフプラングラフを見てみる

（物件価格５０００万円から３３００万円に下げる）

「変更」のグラフ
を選択する

「キャッシュ２を押す

「次へ」の下向き赤
矢印を２回押します
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対策②のライフプランをCF表で見てみる－１
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対策②のライフプランをCF表で見てみる－２
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現状と対策②のCFをグラフで比較する
（物件価格５０００万円から３３００万円に下げる）

「次へ」の下向き赤
矢印を押します
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現状と対策②の必要保障額をグラフで比較する

現状の必要保障額に比べて

改善されたが、現在加入生命
保険金額を大幅に上回ってい
るため保険の増額を検討必要

がある
「他へ」の上
向き赤矢印を
３回押します

最後に「入力」を押します
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改善策の入力 （対策①&②）
入力シートを開きます

「図」を押します

「青の下向き矢印」を押します

「妻のパート
タイムを入力

「妻のパートタイ
ム開始年齢を入力

「物件価格」
を確認します
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対策①&②の変更ライフプラングラフを見てみる
（妻が３３歳からパート（年収１００万円）で働き始める）
（物件価格５０００万円から３３００万円に下げる）

「変更」のグラフ
を選択する

「赤色」下向き矢
印を２回押す

「キャッシュ２を押す
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対策① &②のライフプランをCF表で見てみるー１
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対策① &②のライフプランをCF表で見てみるー２

「図」を押す
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現状と対策①&②のCFをグラフで比較する

住宅ローン残高推移

現状対策①

「赤色」下向き矢
印を押す
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現状と対策①&②の必要保障額をグラフで比較する

現状は必要保障額は大幅に不足していたが
配偶者がパート（年収１００万円）で働く
ことで大幅に改善される。

「他へ」の上
向き赤矢印を
３回押します
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ＦＰキャプテンの統計値

•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。

今回の例題とは違うライフプランを使用します。
ここからこのファイルで説明します。
ＦＰキャプテンを閉じて、Zoom画面を大きくして下さい
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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。



2020/9/8 All Right Reserved by webstage 50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： 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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『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

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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『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



2020/9/8 55

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)

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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『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

Seminar3_5_KFP@305040_寄贈-KR@313.xlsm
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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

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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『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。
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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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『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

Seminar3_5_KFP@305040_寄贈-KR@313.xlsm
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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

Seminar_3部-7a_KFP@305040_寄贈-KR@416.xlsm
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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

Seminar3_5_KFP@305040_寄贈-KR@313.xlsm
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