
効果的なＦＰ相談を目指して
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開催日：2020/11/7

５０代世代のライフプラン相談

～人生１００年時代を向かえ、FPキャプテンで

様々な相談に、効率的に対応しましょう～

＜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１１月7日
KFP 小川 和明

FPキャプテン２０２１



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



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
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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



相談内容 ５５歳、サラリーマン男性

• 横浜在住の田村さんは、大手電機メーカーに勤めて５５歳になり、二人の子供（２
９歳と２７歳）も独立し、今後は妻５４歳との生活を豊かに送るために思案中。

• コロナ禍で、会社はリモート勤務も増えており、減収減益を余儀なくされ、今年は
賞与もあてにできないでいる。これを機会に今後の人生設計を見直すことにし、FP
事務所にいくつかのプランをもって相談に来られた。

• お二人は、鹿児島出身で、今は元気だが親の介護も気にかけている。

・貯蓄額は、１５００万円。

・住宅は２９歳の時に、３５年ローンで４５００万円の物件を購入、借入は３５００

万円で金利は固定で４．２％。残高は１３００万円である。

・年収は８５０万円で、今後は昇給も見込めないようである。

・奥様は、子供が手離れし４５歳からは会計事務所で働き、年収２４０万円である。

５９歳まで働くことにしている。

・ご主人は、大手家電メーカの人事・総務職で、社会保険労務士資格を保有。

会社の早期退職制度では４５００万円が提示されており、起業を希望している。

雇用保険給付は２６０万円が給付されるらしい。（３３０日）
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相談内容の整理
①早期退職制度を利用した場合、今後のライフプランを知りたい。

退職後、１年ほど起業の準備を経て、事務所を開業したい。

②車は１台購入、毎年家族で旅行、国内旅行を家族で行きたい（約３０万円）。

できれば、海外も２年毎に行きたい（二人で５０万円ほど）。

基本生活費は現在、３００万円ほど。

③退職金の受取りは、一時金として２０００万円、残りは終身企業年金とする。

④将来の親の介護を考えており、場合によっては実家の鹿児島に戻って生活

も考える必要もあり、その時は、地元での開業も考えたい。

⑤実家に戻った時に、現在の家を賃貸にした時の収入を見込む。

⑥一人暮らしになった時の老後の生活は大丈夫か。

平均余命から、一人暮らしになった時の生活をシュミレーションする。
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相談の対応として

今回は
現状として

FPキャプテンでのライフプランを現状で①②③をおりこんで作成。

変更案に

将来の親の介護を考えて鹿児島へ転居し、地元で開業した場合④との比較を

見てみることとし、自宅の賃貸を含めて、

比較チャートを使っての説明を行うこととした。

車は、毎年の旅行にしばらくは保有する。
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入力のポイント
退職金の入力 （年収の倍率を金額で書き換える）

早期退職時の退職金の入力方法

⇒退職金は、一時金２０００万円と残り２５００万円を

企業年金 終身：１００万円/年

雇用保険の入力 ⇒２６０万円（３３０日分）

奥様の厚生年金の入力（４５歳から５９歳まで加入）

自宅を賃貸住宅として収入をいれるとき

旅行費用、車関係の費用、住宅保守費の書き換え

ひとり身になった時の遺族年金は、％で予測値を入力
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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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『質問票』が開きます

転職、退職、副業などの入
力を行うときに、クリック

します。

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。
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神奈川県FP協同組合

『質問票』が開きます

上段は開業後の可
処分所得を入力

下段は奥様の年齢
にて退職後の雇用

保険を入力

上段は主人の退職
年齢、下段は奥様
の退職年齢を入力
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グラフが表れます

棒グラフは年間収支、青い折れ線グラフは
年収、赤い破線の折れ線グラフは支出です。

退職金

奥様の
退職金
23-59歳

年金支給

キャッシュを選択
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キャッシュフローを見てみます
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。
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『入力』シートを開きます。

メニュー画面での入力値が反映されていることを確認します。

夫婦の年収

金融資産

開業後の収入
可処分所得で表示

雇用保険
可処分所得で表示

一時金２０００万円
を入力する



入力シートの右の表に入力する
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入力タグをクリックします。

神奈川県FP協同組合

奥様の会計事務
所の勤務期間を

入力する
４５歳～５９歳

公的年金１７８万円
に企業年金１００万

円を加える
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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

基本生活費(万円：年) 300 57歳後 240
基本生活費を５７歳から２割
カットしている
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神奈川県FP協同組合

キャッシュフローを見てみます
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。

年金が計算されて表示さ
れています。

６５歳時は奥様の加給年

金を加算しています。
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住宅ローン返済の確認
ローンのタグを押すとグラフと表で確認できます。

現在のローン残高
も確認できます。
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グラフで収支を見ます

奥様の収入がなくなり、
車の買替、開業資金等

開業後の収入と
年金受給開始

事務所を７０歳で閉じ
ることによる収入減
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グラフで確認する（収支と金融資産）

７０歳時に
４０００万円超
の金融資産となる

６５歳からの年金給付、６６歳で
の車買替、６８歳での大型リ

フォーム工事、７５歳で最後の車
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グラフで確認する（キャッシュフローと金融資産、ローン残高）

住宅ローンの完済、退職金、事
務所開業費兆、年金支給などと
金融資産の推移がわかります
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検討案を入力する

将来の親の介護を考えて鹿児島へ転居し、地元で開業した場合④との比
較を見てみることとし、自宅の賃貸を含めて、以下の項目を変更欄に入
力します。

（１）鹿児島への引越費用 ２００万円

（２）実家の改造費。１００万円

（３）事務所の開業費。地域性から３００万円

（４）自宅のリホーム。１００万円

（５）自宅の賃貸収入の入力。年間：１２０万円



検討案を変更欄に入力する

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

横浜自宅の賃貸収入

実家への引越と改築費用

事務所収入を抑える
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グラフで確認する（年間収支と金融資産残高、ローン残高）
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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です。
年齢はご主人の年齢です。変更後でもお亡くなりになられた後
に３５００万円超の金融資産があります。



その他の情報を入力する

自宅の修繕費を入力する 400→0
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平均余命：0.3

とすると遺族年金が支給
される

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

５９歳となっている

『入力』シートの『現状』を開く

余命のセルに入力しないと生
き続ける計算になります



神奈川県FP協同組合 36

上向き矢印
を２回押す

現状のライフプランをグラフで見てみる



現状の収支と金融資産をグラフで見てみる

奥様の老後も安心なレベルです。
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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。

グラフはプ
ルダウンボ
タンで選択
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変更後の収支と金融資産をグラフで見てみる

ご主人が亡くなった後も３０００万円
程の金融資産が残る。

お二人で海外旅行も楽しめますし、
奥様の老後も安心なレベルです。

５７歳：車の買替と引越、自宅リフォーム
５８歳：実家のリホーム
５９歳：事務所開業費

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２を見る。

現状と実家に引越後のCFをグラフで見てみる

年間収支、金融資産、ローン
残高をそれぞれ現状と変更し
たときの表示を選択できます。

現状（早期退職後自宅で開業）と変更（実
家に戻り、両親と同居し開業＋自宅を賃貸

にする案が両方表示されています。
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実家へ戻ってからのCFを見ると（５６～６８歳）

Uターン開業後は一時期赤字が続くが、
金融資産残高に問題はない。
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実家へ戻ってからのCFを見ると（６９～８４歳）

奥様がおひとりになった時（８４歳）から、遺族年金が
主人のセルに、基本生活費も減額された値となる。

主人の事務所営
業が終わった後
も賃貸収入が！
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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。

•提案事項として、

•老後の資産運用

•保険の必要保証額

•相続概算額算出

•などが自動計算されます。

•今後の物価指数を反映させるときは

•変動率にU8のセルに数値をいれ（0.5％）

•変動率のセルをクリックしてください。

•お客様のニーズに応える為に、開業期間を延長したり、奥様の勤務期間
を変えたり、葬儀費用などを入力するなど、入力シートの項目を活用し
てください。

教育は高卒以上が前提です

教育 幼歳 4

記入日 作成者

資金援助変動率 0.500%



生活費について
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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。
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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。
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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。

『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

必要に応じて修正
します

住所・氏名・署名（印刷後）などを記入します
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