
基準日 2016/3/31 作成日 2016/4/1 シミュレーション期間 40年間

【家族情報】【家族情報】【家族情報】【家族情報】
あり/なし 名前 年齢

（西暦）
生年月日

（和暦）
性別

本人 あり 太郎 様 40歳 1975/12/26 S50.12.26 男性

配偶者 あり 花子 様 38歳 1977/12/4 S52.12.4 女性

第１子 あり 一美 様 13歳 中１

第２子 あり 二郎 様 11歳 小５

第３子 なし 様 6歳

第４子 なし 様 3歳

第５子 なし 様 -1歳

その他の家族１ なし 様 70歳

その他の家族２ なし 様 66歳

【本人】【本人】【本人】【本人】
あり/なし 開始年齢 年収 退職年齢 退職金 上昇率

勤労収入１ あり 40歳 550万円 60歳 2,000万円 1.00%

勤労収入２ あり 60歳 400万円 65歳 0万円 0.50%

勤労収入３ なし 65歳 100万円 68歳 0万円 0.00%

６０歳 ６１歳 ６２歳 ６３歳 ６４歳 ６５歳

公的年金 0万円 0万円 0万円 0万円 0万円 159万円

６６歳 ６７歳 ６８歳 ６９歳 ７０歳以降

159万円 159万円 159万円 159万円 159万円

あり/なし
受給

開始年齢 年金額
受給

終了年齢 上昇率

個人年金 なし 65歳 50万円 75歳 0.00%

【配偶者】【配偶者】【配偶者】【配偶者】
あり/なし 開始年齢 年収 退職年齢 退職金 上昇率

勤労収入１ なし 38歳 50万円 55歳 0万円 0.00%

勤労収入２ なし 55歳 100万円 65歳 0万円 0.00%

勤労収入３ なし 65歳 100万円 68歳 0万円 0.00%

６０歳 ６１歳 ６２歳 ６３歳 ６４歳 ６５歳

公的年金 0万円 0万円 0万円 0万円 0万円 73万円

６６歳 ６７歳 ６８歳 ６９歳 ７０歳以降

73万円 73万円 73万円 73万円 73万円

あり/なし
受給

開始年齢 年金額
受給

終了年齢 上昇率

個人年金 なし 60歳 50万円 70歳 0.00%
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 収 入  収 入  収 入  収 入 

A プランA プランA プランA プラン [ 入力方法 ][ 入力方法 ][ 入力方法 ][ 入力方法 ]



【その他】【その他】【その他】【その他】
あり/なし 開始年齢 金額 終了年齢 頻度 上昇率

その他の収入１ なし 50歳 100万円 65歳 毎年 1.00%

その他の収入２ なし 55歳 100万円 75歳 ２年ごと 1.00%

【基本生活費】【基本生活費】【基本生活費】【基本生活費】
あり/なし 開始年齢 月額 終了年齢 上昇率

基本生活費１ あり 40歳 16万円 192万円/年 64歳 1.00%

基本生活費２ あり 65歳 13万円 156万円/年 999歳 1.00%

基本生活費３ なし 81歳 11万円 132万円/年 999歳 1.00%

【保険料】【保険料】【保険料】【保険料】
あり/なし 開始年齢 年額 終了年齢 上昇率

保険料１ あり 40歳 20万円 64歳 0.00%

保険料２ あり 65歳 5万円 999歳 0.00%

保険料３ なし 80歳 10万円 999歳 0.00%

【住居費】【住居費】【住居費】【住居費】

賃貸

家賃(月額)  家賃上昇率 更新期間 更新料

賃貸 賃貸 賃貸 賃貸 10万円 120万円/年 0.00% 2年毎 1ヶ月分

返済期間残 年返済額 返済期間残 年返済額 返済期間残 年返済額 総返済額

持家 持家 持家 持家 30年 120万円 30年 0万円 30年 0万円 3600万円

費用 上昇率

毎年の修繕・維持費 30万円 1.00%

あり/なし 開始時期 費用 頻度 上昇率

リフォーム あり 10年目 100万円 ２０年ごと 0.00%

持家 変更時期 3年目

家賃(月額)  家賃上昇率 更新期間 更新料 住替え頻度 住替え費用

賃貸 賃貸 賃貸 賃貸 10万円 120万円/年 0.00% 2年毎 1ヶ月分 10年毎 5ヶ月分

持家持家持家持家 500万円

不動産価格 諸費用割合 購入費 借入額 金利 返済期間 年返済額

住宅ローン 3,500万円 10% 3,850万円 3,350万円 3.00% 30年 169万円/年

費用 上昇率

毎年の修繕・維持費 30万円 1.00%

あり/なし
開始時期
(購入後) 費用 頻度 上昇率

リフォーム あり 10年目 100万円 ２０年ごと 0.00%

★ 現在の住居★ 現在の住居★ 現在の住居★ 現在の住居

★ 将来の計画★ 将来の計画★ 将来の計画★ 将来の計画

住宅ローン１

住宅取得費 (頭金)

住宅ローンの入力 「住宅ローン」シートを使用する

住宅ローン３住宅ローン２

支 出支 出支 出支 出



【子供関連】【子供関連】【子供関連】【子供関連】
教育費
上昇率

0.00% 教育費教育費教育費教育費

幼稚園 小学校 中学校 高校 大学等 通学
今後の
教育費

一美 様
公立２年保

育
公立 私立 私立 私立文系 自宅 923万円

二郎 様
公立２年保

育
公立 公立 公立 私立理系

下宿・アパー
ト

1304万円

第３子
公立２年保

育
公立 公立 公立 私立文系 自宅 0万円

第４子
公立２年保

育
公立 公立 公立 私立文系 自宅 0万円

第５子
公立２年保

育
公立 公立 公立 私立文系 自宅 0万円

計 2227万円

援助額１ 年齢１ 援助額２ 年齢２

一美 様 63万円 28歳 100万円 35歳

二郎 様 63万円 30歳 100万円 35歳

第３子 63万円 28歳 100万円 35歳

第４子 63万円 28歳 100万円 35歳

第５子 63万円 28歳 100万円 35歳

【自動車費】【自動車費】【自動車費】【自動車費】 　台数 １台

自動車１自動車１自動車１自動車１
次回

購入時期 購入費
購入を

止める年齢
買換え
頻度 上昇率

購入 3年目 150万円 70歳 10年毎 0.00%

開始時期 経費年額 終了年齢 上昇率

経費 0年目 30万円 70歳 0.00%

自動車２自動車２自動車２自動車２
次回

購入時期 購入費
購入を

止める年齢
買換え
頻度 上昇率

購入 4年目 200万円 70歳 10年毎 0.00%

開始時期 経費年額 終了年齢 上昇率

経費 4年目 30万円 70歳 0.00%

【その他】【その他】【その他】【その他】
あり/なし 開始年齢 金額 終了年齢 頻度 上昇率

その他の支出１ なし 50歳 100万円 999歳 １回のみ 1.00%

その他の支出２ なし 55歳 100万円 999歳 ５年ごと 1.00%

運用区分 なし

総額 積極運用 安定運用

金融資産 1,000万円 200万円 800万円

年間収支の
割当比率

10.0% 90.0%

運用利回り 0.05% 3.50% 0.05%

借入金利 5.00%

利回り１ 利回り２ 利回り３ 利回り４ 利回り５
グラフ表示用

運用利回り
0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00%

金融資産金融資産金融資産金融資産

子への援助子への援助子への援助子への援助


