
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 

第１問 

（生活設計） 

所得や財産増加で、源泉徴収の対

象とならないものはどれでしょう

か？ 

１． 利子所得 

２． 給与所得 

３． 贈与財産 

４． 公的年金 

（正解）  ３. 

源泉徴収の制度は、所得発生の源泉で一定税率

の税額を差し引き、所得支払をする納税制度で

す。この源泉徴収の対象となる所得は幅広く、

利子・配当・給与・雑所得（公的年金等）なら

びに事業・一時所得などです。一方、相続や贈

与などは申告納税となります。源泉徴収制度は

申告納税の煩わしさがない半面、給与などの所

得からの天引きのため、税金に対する意識が低

くなるというマイナス面もあるといわれてい

ます。 

第２問 

（証券編） 

株式の売買代金は、売買が成立し

てから、その日を含め何営業日目

に精算が行われるでしょう？ 

１.  当日 

２.   ２営業日目 

３.  ３営業日目 

４.   ４営業日目 

（正解）  ４. 

株式の取引では、売買代金の精算のことを

「受渡し」といいます。受渡しは、売買が成

立（「約定」[やくじょう]ともいいます）し

てから、その日を含めて４営業日目（証券会

社の休業日を除きます）に行われます。株式

を買った場合は事前に預けてある代金によ

り精算、売った場合は代金の受け取りが行わ

れます。 

第３問 

（金融トラ

ブル） 

金融トラブルに遭わないために心

掛けておくこととして、適切でな

いものはどれでしょう？ 

１． 業者が信用できるか必ず確か

める 

２． 自分だけは大丈夫と過信しな

い 

３． 甘い話の裏には必ず大きな

リスクがあることを肝に銘

じる 

（正解）  ４. 

金融トラブルに遭わないためには、リターン

と同時にリスクについても十分把握してお

くことが大切です。具体的には、次の点を心

掛けて下さい。（1）甘い話の裏には、必ず大

きなリスクがあり、「オイシイ話はない」と

肝に銘じること。「安全かつ確実で有利な投

資」はありません。（2）信頼できる業者から

購入すること。法律に基づいた組織かどう

か、住所・電話番号・代表者名・規制する法

◆◆お願い◆◆ 

例年、この解答をこれから参加しようとしている他の方に見せているケースが見受けられます。

このクイズの目的は、金融や経済に関する自分の知識を試し、知らなかったことについてこれか

ら学習して頂くことによって、これからの暮らしを自分自身で守り、豊かで充実したものにして

頂くことにあります。このクイズでいい点数を取ることが目的ではありません。 

 今後、明らかにこのようなケースと思われる方には、クイズのご参加をご遠慮頂くこともあり

ますので、ご理解・ご協力頂きますようよろしくお願いいたします。 



４． 自分が完全に理解できなく 

ても、業者が強く勧める商

品は大丈夫 

 

 

 

 

律名・登録しているかどうか、など相手の情

報を確かめることが大切です。また、「あな

ただけに」などと勧誘している相手にも気を

つけましょう。 

(3)自分が完全に理解できる商品しか購入し

ないこと。そもそも、中身や仕組みをご自身

が理解できないまま商品を購入するのは危

険です。(4)「自分だけは大丈夫」と思って

いた方でも、振り込め詐欺などの被害に遭っ

ています。過信は禁物です。用心するに越し

たことはありません。 

第４問 

（預貯金） 

インターネットバンキングの注意

点として、間違っているのはどれ

でしょう？ 

１． ホームページが本物か注意

する 

２． 送信者不明のメールに添付

されたメールは開かない 

３． 不特定多数が使うパソコン

では取引しない 

４． 振込限度額を設定しない 

（正解）４. 

インターネットの技術や犯罪手口は日々高度

化しています。パスワードや暗証番号によっ

てセキュリティ対策が行われていますが、中

には金融機関を装った電子メールが送られ、

虚偽のホームページに誘導して暗証番号やパ

スワードを盗んだり、不特定多数の人が触れ

る機会のあるパソコンでは、スパイウェア（パ

ソコンに保存されているキーワードや個人情

報を本人が気づかないうちにインターネット

経由で第三者に送信してしまうソフト）が入

っているケースもみられますので、注意しま

しょう。 

第５問 

（証券） 

金利と債券価格の理論的な関係と

して、正しいのはどれでしょう？ 

１.  金利が上がれば、債券価格

も上がる 

２.  金利が上がれば、債券価格

は下がる 

３.  金利が上がっても、債券価

格は変わらない 

４.  金利が上がる際には、債券

価格が上がる場合もあれば

下がる場合もある 

（正解） ２. 

普通預金にお金を預けていると、市中金利が

上昇すると預金金利も上昇します。しかし債

券（固定利付債）は、発行後に市中金利が上

昇しても利子（クーポン）は一定です。こう

した状況で、その債券を売ろうとすれば、価

格を下げないと売れません。 

第６問 

（預貯金） 

一般に外貨預金の外貨建て表示の

利回りは、円換算の利回りと一致

しませんが、その理由として正し

くないのはどれでしょう？ 

１． 為替差益が出る場合がある

から 

２． 証拠金が必要だから 

３． 為替手数料がかかるから 

４．  為替差損が出る場合がある

から  

（正解） ２. 

外国為替の変動に起因する為替差益・為替差

損、為替手数料があるため、円換算の利回り

は、外貨建てで表示された金利・利回りと一

致しないのが一般的です。例えば、外貨建て

商品を購入する場合、外貨を保有していなけ

ればその時々の外国為替相場で両替をする

ことになるほか、再度円貨に両替するのに手

数料がかかります。円と外貨を両替する場合

の為替相場は、対顧客電信売相場（ＴＴＳ）

と対顧客電信買相場（ＴＴＢ）が用いられる



のが一般的です。ＴＴＳとＴＴＢは、銀行間

相場などを基準に、各金融機関が為替手数料

を加味して自由に決定しています。なお、為

替手数料については、通貨によって差があ

り、また金融機関によっても差があります。 

第７問 

（金融商品） 

３０年で今あるお金を倍にするに

は、おおよそどのくらいの年利（複

利）が必要でしょう? 

１． ２０．０％ 

２． １４．６％ 

３． ７．２％ 

４． ２．４％ 

（正解）  ４. 

一般に今あるお金が倍になるのに何年かかる

かを示すのに、７２の法則があることが知られ

ています。計算式は、「７２÷年利＝倍になる

年数」です。今回のケースでは、この式を変形

させて７２÷３０年＝２．４％と計算できます

（厳密には、２．３％の方が２倍に近いです）。

元本に利息が組入れられて毎年複利計算され

ていくと、期間が長くなるほど元利合計が増え

ていくことになります。これを「複利効果」と

呼んでいます。 

第８問 

（金融トラ

ブル） 

リスクを減らしリターンを安定さ

せる「分散投資」の方法としてあ

てはまらないのは、どれでしょ

う？    

１． 金融商品の分散 

２． 預金名義人の分散 

３． 通貨の分散 

４． 期間の分散 

 

（正解）  ２. 

リスクの高い金融商品を購入する場合、その

リスクを減らしリターンを安定させる方法

があります。それは資金を分散して投資する

こと、つまり「分散投資」です。分散投資の

方法としては、複数の株式・複数の債券に分

散するといった「金融商品の分散」、国内の

株式・債券と外国の株式・債券に分散する「金

融商品の国際分散」、円だけでなく米ドルや

ユーロなどに分散する「通貨の分散」、一時

に資金を投入するのでなく時期をずらして

投資していく「期間の分散」などが考えられ

ます。これらの方法を組み合せて、リスクを

減らし、リターンを安定させることを考えて

みましょう。 

第９問 

（金融取引

ルール） 

クレジットの取引ルールについ

て、誤った説明はどれでしょう？ 

１． カードを紛失・盗難されて

も、速やかな届出で支払義

務免除となる場合がある 

２． 他人にカードを貸して利用

された場合でも、支払義務

が生じる 

３． 購入した商品に問題がある

とき、クレジット会社への

支払停止ができる 

４． 訪問販売で個別クレジット

契約した場合、クーリング

オフはできない 

 

（正解） ４. 

クレジット取引はたしかに便利ですが、一方

で、実際に取引する時には、取引ルールにつ

いても熟知しておくとよいでしょう。例え

ば、クレジットカードの紛失・盗難は速やか

な届出で支払義務が免除される場合があり

ます。一方、他人に貸して利用されれば支払

義務が生じます（自分の名義を他人に貸す行

為を名義貸しといいます）。また、購入商品

に問題があれば、商品販売契約とクレジット

契約は別個でも実質的に不可分の関係にあ

るので、クレジット会社への支払を拒むこと

ができます。さらに、消費者が販売会社（加

盟店）で商品を購入するごとに利用する個別

クレジットでは、販売契約とともにクレジッ



 

ト契約もクーリングオフや取り消しが可能

です。 

第１０問 

（預貯金） 

普通預金で１万円を年利１％で半

年間、預け入れた時の利息額（税

引き前）は、次のうちどれでしょ

う？ 

１． ０円 

２． ５０円 

３． ６０円 

４． １００円 

（正解）  ２. 

利息（利子）額は半年ごとに（通常、２月と

８月または３月と９月）に計算されて、元金

に組み入れられるのが一般的です。なお、利

息（利子）は通常過去半年間の毎日の預金残

高に対してつくかたちで計算されます。この

場合の利息（利子）額は、元金１万円×年利

１％×０．５年＝５０円となります。 

 

■このクイズの他、広く皆様の暮らしに役立つ「生活設計」、「預貯金」、「証券」、

「保険」、「ローン」、「年金」、「金融トラブル」等に関するクイズは、金融広報中央

委 員 会 （ 事 務 局 ： 日 本 銀 行 情 報 サ ー ビ ス 局 ） の ホ ー ム ペ ー ジ

（http://www.shiruporuto.jp/）「今月のクイズ」よりご覧いただけます。 

 

■大分県金融広報委員会では、生活設計・年金・税金・金融商品等に関する講演会

や、児童・生徒の金融・金銭教育などに、専門家を派遣しています。地域での集ま

りや学校、ＰＴＡ、各種団体研修会などにもご利用いただけます。講師謝礼や交通

費は無料です。下記事務局までお気軽にお電話下さい。 

 

■また、気の合った友人と金融や生活設計等について学ぶ「金融学習グループ」制

度もあります。１５人以上集まればつくることができ、学習会（年６回以上開催）

には専門家を講師として派遣します。期間は 1 年ですが、ご希望により 3 年間延長

が可能です。是非、あなたの生活に身近なテーマについて学んでみませんか。 

      

テーマ例：年金、生命保険、介護保険、税金、確定申告、住宅ローン、贈与、

相続、遺言、成年後見制度、老後の生活設計、各種金融商品、株式、

投資信託、金利と利回り、クーリングオフ、悪質商法、詐欺商法  等 

 

 

 
 

【事務局】大分市長浜町２－１３－２０ 

   日本銀行大分支店内                                 
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