
答案作成上のご注意

1　所持品
　受験票・鉛筆（HB）・消しゴム

2　解答用紙の記入方法
⑴　受験票の受験番号・氏名が解答用紙の受験番号・氏名と一致していることを
確認のうえ，解答用紙の氏名欄にカタカナ名を記入してください。

⑵　コンピューターの印字がない白地の解答用紙を使用する場合は，受験票記載
の受験番号・金融機関コード・漢字名・カタカナ名を記入してください。

⑶　解答用紙を折りまげたり，破ったりしないでください。また，解答用紙が著
しくよごれたときは，監督者に申し出て新しい（白地の）解答用紙と取りかえ
てください。その際は，受験番号・金融機関コード・漢字名・カタカナ名を記入
のうえ，受験番号も忘れずにマークしてください。

3　マークの記入方法
　　この試験は，マーク・シート方式です。
⑴　正しいマーク例　　　はみださないよう鉛筆で塗りつぶしてください。

⑵　誤ったマーク例

⑶　訂正方法
　消しゴムで跡が残らないようきれいに消してください。
　  消し方が不完全な場合には二重解答となり採点されません。

4　本試験の正解は2020年10月8日（木）を目途に次のインターネットサイトに掲
示いたします。https://www.nc-academy-answer.net/

　アクセスする際は，上記URLを直接入力するか，右記QRコー
ドを読み取りして，ダイレクトにアクセスしてください。

 ㈱農林中金アカデミーのトップページからアクセスすると，ア
クセス集中によって長時間待たされる，あるいは操作が停止する
ことになりますので控えてください。
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答案を作成する前に，この冊子の裏表紙に印刷してある「答案作成上の
ご注意」をよく読んでください。
解答用紙に記載されている受験番号・氏名が正しいかどうかを確認して
ください。誤りがある場合は監督者に申し出てください。
試験問題は，監督者の合図があってから開封してください。
試験問題は，連動する通信教育講座の内容に沿って作成しています。
試験問題に関しては，印刷不明瞭な点以外の質問は受け付けません。
不正な行為があったときは，解答はすべて無効になります。
退席の際には，解答用紙は必ず監督者に直接手渡してください。
新型コロナウイルス感染症対策のため，試験時間中を含め，マスクの着用
をお願いします。体調がすぐれない場合は，監督者に申し出てください。
そのほか，監督者の指示に従ってください。

本検定試験の優秀成績者については，当社機関誌等において所属団体・
氏名等を公表することとしておりますが，ご同意いただけない方は下欄
に記入の上，試験終了後，本紙をミシン目に沿って切り取り監督者にご

提出ください。

私は，優秀賞（最優秀賞含む）を受賞しても所属団体・氏名等の公表に

同意いたしません。

１.

２.

３.

４.

５.

６.

７.

８.

９.
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ご注意（試験開始前によく読んでください）
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（ 1） 農林中金アカデミー

信用事業基礎（融資）

連動する通信教育講座の内容や各種規定（統一版等）に基づき解答してください。

［問１］　組合融資業務の意義と機能について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　組合の融資業務は，貯金業務・為替業務と併せて系統信用事業の三大基本業

務の１つといわれる重要な業務である。
（２）　組合の融資業務は，貸出金利息という組合の収益の柱となる収益を生み出す

点で，組合の資金運用の柱となる。
（３）　組合から貸し出された資金は，貸出が繰り返されることによって，当初預け

入れられた貯金額以上の資金をつくり出すという「金融仲介機能」を果たして
いる。

［問２］　融資担当者が心がけておくべき５つの原則について，正しいものを１つ選
びなさい。

（１）　安全性の原則，変動性の原則，収益性の原則，発展性の原則，客観性の原則
（２）　安全性の原則，流動性の原則，収益性の原則，成長性の原則，公共性の原則
（３）　安定性の原則，循環性の原則，収益性の原則，確実性の原則，遵法性の原則

［問３］　組合融資業務の特色について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　組合員主体の金融
（２）　個人事業資金の融資の比重が高いこと
（３）　組合の経済事業との関連が深いこと

［問４］　優越的地位の濫用として独占禁止法で禁止されている行為について，該当
するものを１つ選びなさい。

（１）　導入預金
（２）　金利など不確実な事項に関する断定的判断の提供
（３）　融資先の事業に対する過剰な関与等



（ 2）農林中金アカデミー

［問５］　コンプライアンスについて，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　民法は，私たちが社会生活を営むうえでの基本的なルールを定めた法律で，

融資取引について統一的に規制している。
（２）　融資先に対する取引条件を設定・変更するような場合は，その理由を融資先

に十分説明し，理解と納得を得ることが大切である。
（３）　融資先に問題があることを知りながら，個人的に親しいという理由で融資を

実行するような行為は，背任行為に該当する。

［問６］　与信取引に関する顧客への説明態勢について，正しいものを１つ選びなさ
い。

（１）　経営者等との間で保証契約を締結する場合には，主債務者と保証人に対する
説明を省略することができる。

（２）　連帯保証契約では，契約に際して，補充性や分別の利益がないことなど，通
常の保証契約とは異なる性質を有することについて，相手方の知識・経験等に
応じた説明が求められる。

（３）　経営者以外の第三者と根保証契約を締結する場合には，原則として，定期的
に被保証債務の残高・返済状況について情報を提供する必要がある。

［問７］　農協取引約定書および漁協取引約定書（以下，「農協取引約定書」という）
について，誤っているものを１つ選びなさい。

（１）　JA・JFが企業・事業者とはじめて融資取引を行う際には，原則として，お
客さまとの間で農協取引約定書を取り交わすことになっている。

（２）　農協取引約定書は，事業者との融資取引の基本約定書であり，貯金取引，為
替取引などの受信取引には適用されない。

（３）　取引の種類によっては詳細な条件等を定めた個別契約書を取り交わす場合が
あるが，その場合は農協取引約定書の内容が優先される。

［問８］　農協取引約定書が定める期限の利益の喪失事由について，正しいものを
１つ選びなさい。

（１）　債務者の預貯金について仮差押の命令，通知が発送されたとき
（２）　債務者が後見開始の審判を受けたとき
（３）　債務者が禁錮以上の刑に処せられたとき



（ 3） 農林中金アカデミー

［問９］　暴力団排除条項について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　暴力団排除条項には，暴力的要求や不当な要求行為などを行わないことを確

約する内容が含まれている。
（２）　暴力団排除条項でいう暴力団員には，暴力団員でなくなった時から５年を経

過しない者も含まれる。
（３）　債務者本人や保証人が，暴力団や暴力団員との関係を有しているというだけ

では，排除の対象とはならない。

［問 10］　金銭消費貸借契約について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　消費貸借契約とは，借りたものは消費することを前提として，借りたものと

同じ数量の同じものを返却することを約束して物や金銭を借りる契約のことで
ある。

（２）　民法の規定によれば，金銭消費貸借契約は当事者の合意だけでは成立するこ
とはなく，お客さまに金銭（物）を交付することによって，はじめて成立する要
物契約とされている。

（３）　証書貸付は，融資を実行するにあたって，お客さま（債務者）から金銭消費貸
借契約証書を差し入れてもらう融資方法である。

［問 11］　資金の性格による融資の分類について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　融資の種類は，融資金の原資，融資の方法，政策目的などによって，普通融

資（プロパー融資），要項融資（要綱融資），制度融資に分類することができる。
（２）　要項融資とは，組合が貯金として預かった資金を原資として，組合自らの判

断ですべての融資条件を決めることができる融資のことである。
（３）　制度融資には，全国各地の JAでほぼ同様の条件で取り扱われている JA統

一ローンなどの例がある。

［問 12］　証書貸付について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　証書貸付は，設備資金など長期資金の融資に用いられる。
（２）　証書貸付で使用する金銭消費貸借契約証書の融資金額や借入日は，お客さま

が記入すべき事項であり，職員が代筆してはいけない。
（３）　証書貸付の返済方法のうち，元利均等返済は，最初は元金返済にあてられる

部分が多く，利息にあてられる部分は少ないが，返済がすすむとその比率が逆
転する。



（ 4）農林中金アカデミー

［問 13］　手形貸付について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　手形貸付は，工場などの建設資金，土地・建物などの購入資金，機械購入資

金などの借入に利用されることが多い。
（２）　手形貸付は，返済原資や返済計画などから返済期間が 1年以内と判断できる

場合に多く利用される。
（３）　手形貸付を実行するにあたっては，融資額に利息を加えた額の金融機関宛て

の約束手形を借用証書の代わりにお客さまから差し入れてもらう。

［問 14］　手形貸付について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　手形貸付に使用される約束手形の振出日は融資実行日，満期日は融資金の弁

済期日または書替予定日となる。
（２）　手形貸付では，貸金から貸付利息を差し引いた金額をお客さまが指定した口

座に入金し，支払期日（または書替予定日）までの分を先取りするのが一般的で
ある。

（３）　手形貸付の手形期日が到来したときに，さらに同額で融資期限を延長する場
合には，自動継続される。

［問 15］　手形割引について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　手形割引とは，お客さまが商取引で受け取った手形を，支払期日の前に取引

金融機関が買い取る融資方法である。
（２）　手形割引を実行する金融機関は，支払期日（満期日）までの利息（割引料）を額

面金額に上乗せして買い取る。
（３）　手形割引の申込みにあたって手形の信用度を調査する場合，手形の支払人が

割引依頼人（融資先）と一致しているか，チェックする必要がある。

［問 16］　当座貸越について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　当座貸越契約で定めた貸越限度額（貸越極度額）の範囲内であれば，当座貯金

の残高を超えて手形・小切手を決済することができる。
（２）　当座貸越は，当座貯金取引先の長期運転資金を供給するために利用される。
（３）　個人のお客さまは，普通貯金の残高が不足した場合に，その不足額について，

定期貯金を担保として自動的に貸し付けるという総合口座の当座貸越を利用す
ることができる。



（ 5） 農林中金アカデミー

［問 17］　支払承諾（債務保証）について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　支払承諾は，金融機関がお客さまから委託されて，各種の債務を保証するこ

とである。
（２）　支払承諾を実行する場合には，一般の融資と違って担保や保証人をとる必要

がない。
（３）　支払承諾は保証だけで資金の移動がないため，支払承諾実行後の保証した債

務の履行状況を確認する必要がないというメリットがある。

［問 18］　取引を有効に行うための能力について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　取引を有効に行うためには，権利能力・意思能力・行為能力という３つの能

力が必要とされる。
（２）　民法は，株式会社などの法人に権利能力（法人格）を認めている。
（３）　１人では有効な契約ができない者を制限行為能力者といい，制限行為能力者

のした契約は，無効とされている。

［問 19］　取引の相手方について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　規約等の運営方法や代表者が定められている等の要件を満たしていても，法

人としての登記を行っておらず，法人格を有しない団体を任意団体という。
（２）　法人格を有しない団体との融資取引にあたっては，代表者や有力な会員個人

に保証してもらうなどして債権の保全に万全を期す必要がある。
（３）　民法上の組合は，組合員となるものが各自出資して共同の事業を営むために

組織された，法人格を有する団体である。

［問 20］　制限行為能力者との取引について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　制限行為能力者には，破産者・成年被後見人・被保佐人・被補助人の４種類

がある。
（２）　後見制度には，大別すると法定後見制度と任意後見制度の２つがある。
（３）　法定後見制度は「後見」「保佐」「補助」の３つに分かれており，判断能力の

程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっている。

［問 21］　未成年者との取引について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　未成年者は 18歳未満の者を指すが，未成年者であっても，適法に婚姻して

いる場合は成年者とみなされる。
（２）　未成年者との取引は，本人の同意を得たうえで，法定代理人が本人に代わっ

て行う。
（３）　未成年者の法定代理人となる者は，第一に親権者で，父母が共同して親権者

になる。



（ 6）農林中金アカデミー

［問 22］　成年後見制度について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　法定後見制度とは，高齢者など本人が十分な判断能力があるうちに，将来，

判断能力が不十分な状態になった場合に備えて，後見人に，自分の生活，療養
看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約を結んでおくことで
ある。

（２）　成年被後見人には，家庭裁判所が選任した成年後見人が付され，成年後見人
は，成年被後見人の財産に関する法律行為につき成年被後見人の法定代理人と
しての地位を有する。

（３）　成年被後見人が成年後見人の代理によらず単独で行った法律行為については，
日用品の購入その他日常生活に関する行為を除いて取り消すことができる。

［問 23］　印鑑の登録および印鑑証明について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　印鑑の登録ができるのは，住民基本台帳に記録されている人であるが，制限

行為能力者は除かれている。
（２）　個人の印鑑登録証明書は，市区町村が発行する印鑑の証明書であり，本人以

外の者が発行を申請することはできない。
（３）　印鑑証明書または印鑑登録証明書は，金融取引以外にも，たとえば，書面に

よる不動産登記申請の手続や公正証書を作成する際にも法律で提出が義務づけ
られている。

［問 24］　株式会社との取引について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　株式会社と融資取引を開始しようとする場合には，まず，その会社の名称（商

号）や設立の目的，本社ならびに支店所在地，代表者名などを登記事項証明書
により調査する。

（２）　株式会社を代表する代表取締役は，株主総会の決議を経て選出される。
（３）　代表取締役は，会社の営業に関する一切の裁判上および裁判外の行為を行う

権限を持っている。

［問 25］　外国人のお客さまとの取引について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　外国人のお客さまとの取引の開始時には，在留カードまたは特別永住者証明

書で国籍，氏名，生年月日，住所などの確認を行う。
（２）　在留カードまたは特別永住者証明書の交付対象となる外国人は，住居地の市

区町村で発行される戸籍謄本で確認することもできる。
（３）　日本に中長期在留する外国人は，都道府県知事に申請すればマイナンバー

カード（個人番号カード）が交付される。
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［問 26］　融資申込みの受付について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　融資申込みの受付にあたっては，直接的な資金使途を確認するだけでなく，

資金を必要とする真の理由などについて，その実態をしっかり把握する姿勢で
対処しなければならない。

（２）　申込金額については，資金使途や返済金額にもよるが，企業（事業）の規模，
個人であれば年間所得との関係からみて妥当であるかどうかを検討する必要が
ある。

（３）　融資案件の話をするときは，お客さまを不快にさせかねないので，メモをと
ることは慎むべきである。

［問 27］　申込金額の検討および資金使途の把握等について，正しいものを１つ選
びなさい。

（１）　一般的には，借入金総額が月商を超えると債務過多になって，資金繰りが苦
しい状態になるといわれている。

（２）　経常運転資金は，仕入代金（支払手形，買掛金）や給与，家賃など，日常の営
業活動を行ううえで通常必要となる資金のことである。

（３）　融資を実行する場合，融資金は最終期限に一括して全額返済するのか，また
は，最終期限までに何回かに分割して返済するのかなどを確認しなければなら
ないが，通常，運転資金なら分割返済，設備資金なら一括返済が多い。

［問 28］　守秘義務について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　金融機関の役職員は，取引により知り得たお客さまの秘密を正当な理由なく

第三者に漏らしてはならないという義務を負っている。
（２）　刑事事件による捜査依頼や税務調査の申し出などによる場合であっても，お

客さまに無断で資産内容等を外部に漏らすと，守秘義務違反に問われることが
ある。

（３）　金融機関間の信用照会は，金融機関が不良取引先排除等，営業上の必要から
相互に情報を交換し，判断の一助とする目的で行われるものである。

［問 29］　個人情報の保護について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　個人情報とは，生存する個人に関する情報であって，氏名，生年月日などに

より，その情報の本人が誰であるか特定の個人を識別できるものをいう。
（２）　統計情報や，健康状態，財産の状況に関する情報は，匿名化されており特定

の個人を識別することができないものであっても個人情報に該当する。
（３）　お客さまとの契約締結に伴って個人情報を取得する場合は，あらかじめ利用

目的を明示する必要があるが，利用目的についてお客さまの同意を得ることま
では求められていない。
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［問 30］　法人の資格調査について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　法人と融資取引を行う際には，その代表者と取引（契約）を行わなければなら

ない。
（２）　株式会社と取引する場合において，代表取締役が複数名いるときには，その

全員と取引をする必要がある。
（３）　会社が行うことのできる事業は，登記事項証明書の「目的」欄に記載されて

いる事業目的の範囲内に限るとされている。

［問 31］　不動産登記簿について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　不動産登記簿上に所有権者と登記されている者と抵当権設定契約をした場合，

相手方が真実の所有権者でなかったとしても，その抵当権は有効である。
（２）　不動産登記簿の権利部（甲区）には，抵当権など所有権以外の権利の登記に関

する事項が記録されている。
（３）　同一物件に２個以上の抵当権が設定された場合の抵当権の間の優先順位は，

不動産登記簿に登記された順序によって決定される。

［問 32］　経営実態の調査について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　在庫については，販売先からの急な注文にも対応できるよう，常に余裕を

もった量の商品を備えているか，確認する必要がある。
（２）　販売条件の調査にあたっては，売掛期間，回収条件，手形サイトなどを

チェックする必要がある。
（３）　仕入先の調査にあたっては，主力仕入先の数とその安定度・取引年数，平均

月間仕入高，仕入条件などをチェックする必要がある。

［問 33］　貸借対照表について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　貸借対照表は，１会計期間の企業の経営成績を表示したものである。
（２）　貸借対照表の勘定科目は，資産については資金化する期間が長い科目から，

負債については返済期間の長い科目から順に配列されている。
（３）　貸借対照表の借方と貸方それぞれの合計額は，常に一致する。

［問 34］　損益計算書について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　売上総利益は，売上高から売上原価を差し引いた利益のことで，粗利益とも

いう。
（２）　営業外収益，営業外費用は，本来の営業活動以外で臨時的に発生した収益，

費用のことである。
（３）　当期純利益は，税引前当期純利益から法人税等を控除した後の最終的な利益

のことである。
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［問 35］　財務分析の手法の組み合わせについて，もっとも適当なものを１つ選び
なさい。

（１）　収益性の分析 ―― 売上高増加率
（２）　安全性の分析 ―― 総資本対自己資本比率
（３）　流動性の分析 ―― 総資本回転率

［問 36］　財務分析について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　当座比率は，当座資産と流動負債の割合により短期の支払能力をみる比率で，

低いほど良いとされている。
（２）　流動比率は，流動負債とこれを返済するのに必要な財源を比較する比率で，

高いほど良いとされている。
（３）　固定比率は，固定資産が自己資本の範囲内でまかなわれているかどうかをみ

る比率で，低いほど良いとされている。

［問 37］　不動産担保について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　不動産を担保にとる場合には，土地とその土地の上に建築されている建物は

別個の不動産であるので，土地と建物を一緒に担保として取得することはでき
ない。

（２）　不動産担保は，金融機関にとって，調査に時間がかかる反面，担保設定後の
継続的な管理が不要であること，債務不履行となった場合の換金処分が容易な
ことなどのメリットがある。

（３）　抵当不動産の所有者が融資申込人以外の第三者である場合は，必ず面接して
所有者の意思を確認するとともに，契約書の抵当権設定金額も所有者本人に記
入してもらう。

［問 38］　差押えまたは仮差押えについて，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　債務者が債務の履行をしない場合，債権者は裁判所に申立てをし，債務の履

行を強制することができるが，この履行強制の手続が強制執行であり，これを
「差押え」という。

（２）　差押えまたは仮差押えが不動産に対してなされると，登記事項証明書の権利
部（乙区）欄にその旨が記録されることとなる。

（３）　預貯金の差押えは，裁判所が発する差押命令が第三債務者である金融機関に
送達された時点で効力が生じる。
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［問 39］　不動産の価格について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　固定資産税評価額とは，固定資産税等の算出基礎とするために求められる土

地の評価額で，３年に１回，市町村（東京 23区は東京都）が公表する。
（２）　基準地価格は，国土交通省が定めた基準地における１㎡当たり土地単価で，

毎年９月に国土交通省が公表する。
（３）　公示価格は，都市計画区域内に定められた標準地における１月１日時点の

１㎡当たり土地単価で，毎年３月に都道府県が公表する。

［問 40］　質権について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　預（貯）金債権を担保にとる方法としては，質権設定の方法または譲渡担保の

方法があるが，実務上では，質権設定手続による方法がとられている。
（２）　質権は，その対象ごとに動産質，不動産質，権利（債権）質の３種類に分ける

ことができ，預（貯）金担保は，動産質に属する。
（３）　質権の対象は，金融機関にとっては管理が容易で，質権設定者にとっては，

質権を設定しても営業などに支障をきたさないものがよく，自動車のような動
産は不適当である。

［問 41］　抵当権について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　抵当権は，担保として契約した目的物（土地・建物などの不動産）の引渡しを

受け，債務が弁済されない場合に，その目的物を処分して，その代金から優先
的に弁済を受けることができる担保物権である。

（２）　民法は，不動産（土地・建物），地上権，賃借権についてのみ抵当権設定がで
きると定めている。

（３）　抵当権設定契約は，法的には口頭でも成立するが，後日の紛争を避けるため
にも，証拠書類として契約書を作成する。

［問 42］　抵当権の法的性質について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　抵当権で担保されている債権（被担保債権）が存在しなければ抵当権は成立せ

ず，弁済などによって被担保債権が消滅すれば，抵当権も消滅する。
（２）　抵当権で担保されている債権が，債権譲渡や代位弁済によって第三者に移転

しても，それに伴って抵当権が第三者に移転することはない。
（３）　抵当権の効力は，抵当権設定者（担保提供者）が受けるべき抵当物件の売却代

金や損害賠償金，火災保険金請求権に対しても及ぶ。
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［問 43］　根抵当権について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　根抵当権は，一定の範囲に属する不特定の債権を極度額まで担保する抵当権

であり，現在すでに発生している不特定の債権は極度額まで担保するが，将来
発生する債権については担保しない。

（２）　根抵当権は，被担保債権が弁済されても消滅しないが，債権が譲渡されると
根抵当権も移転する。

（３）　根抵当権は，設定契約時に極度額を定めることになっている。

［問 44］　抵当権の設定等について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　抵当権の設定は，債権者（抵当権者）と債務者，担保提供者（抵当権設定者）の

間の意思表示によってその効力が生じる。
（２）　抵当権設定の登記をすれば，この登記以後の目的不動産の第三取得者，後順

位抵当権者，目的物の差押債権者に対して，自己の抵当権の存在やその優先順
位を主張することができる。

（３）　農地を宅地等にするために所有権を移転する場合には，農地法の規定により
都道府県知事等の許可が必要となる。

［問 45］　保証について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　保証とは，債権者と保証人の契約によって，債務者（融資先）が債務を履行し

ない場合に，融資先以外の人（保証人）が融資先に代わって債務を履行すること
をいう。

（２）　保証契約は，債権者と保証人との合意によって成立するが，後日の紛争を避
けるため，証拠書類として契約書を作成する。

（３）　債務者が債権者のために保証人を立てなければならない場合には，保証人は，
行為能力者であること，主債務を弁済できる資力があることが必要となる。

［問 46］　連帯保証について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　債務不履行があって債権者が債務の履行を請求する場合，連帯保証人に請求

する前に，債務者に対して請求しなければならない。
（２）　連帯保証人は，主債務の額を各人の保証割合で按分した額について，保証債

務を負担する。
（３）　企業融資における経営者以外の第三者の個人連帯保証については，本人から

の自発的な申し出があった場合を除いて，原則として求めないこととされてい
る。
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［問 47］　経営者保証に関するガイドラインについて，誤っているものを１つ選び
なさい。

（１）　債務者が経営者保証を提供せずに資金調達を希望する場合には，業務，経理，
資産所有等に関し，法人と経営者の関係が一体化していることが求められる。

（２）　金融機関がやむを得ず保証契約を締結する場合には，債務者や保証人に対し
て，保証契約の必要性，経営者保証の必要性が解消された場合の保証契約の変
更・解除等見直しの可能性等について丁寧かつ具体的に説明する必要がある。

（３）　保証金額は，形式的に保証金額を融資額と同額にするのではなく，保証人の
資産および収入の状況，融資額，債務者の信用状況等を総合的に勘案して適切
な保証金額を設定する。

［問 48］　相殺について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　相殺とは，債権者が債務者に対して同種の債務を持っている場合に，その債

権と債務を対当額で消滅させる一方的な意思表示をいう。
（２）　金融機関は，融資金の期限が到来していても，取引先の預貯金の期限の利益

を放棄して両債権を相殺することはできない。
（３）　債権が対立する場合には，金融機関，預貯金者のどちらからでも，相手に通

知することなく相殺を行うことができる。

［問 49］　債権の時効について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　時効の完成猶予とは，猶予事由が発生すると，本来の時効期間の満了時期ま

で時効期間の進行自体が止まるという効果をいう。
（２）　裁判上の請求があると，時効の完成は猶予される。
（３）　時効の援用とは，時効によって利益を受ける者が，時効の利益を受ける意思

を表示することをいい，裁判所は，時効の援用がなければこれに基づく裁判を
することはできない。

［問 50］　相続について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　被相続人に法定相続人がいない場合，被相続人の財産は家庭裁判所が選任し

た相続財産管理人に帰属する。
（２）　相続人が配偶者と被相続人の兄弟の場合，法定相続分は，民法で配偶者３分

の２，兄弟３分の１と定められている。
（３）　当座貸越契約は，被相続人の死亡により終了し，死亡時の貸越残高が相続人

によって承継される。




