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解説編の利用にあたって

1 ．本書は，2020年10月３日実施の第47回信用事業業務検定試

験「信用事業基礎（融資）」に出題した試験問題の解答と

解説を収録しています。

2 ．試験問題は，弊社ホームページに掲載中の別ファイルをご

利用下さい。第46回から，試験問題と解答・解説を分けて

いますので，ご注意下さい。

3 ．解説に，2020年度の通信教育テキストの参照ページを記載

していますが，今後，通信教育テキストの改訂により参照

ページが変更になる可能性がありますので，ご注意ください。

4 ．解説は，原則として，選択肢の順序にあわせて記述してあ

りますが，説明の都合上必ずしもこの順序になっていな

いものもあります。

5 ．なお，試験問題と解説は，試験実施日を基準にしておりま

すので，勉強にあたっては，その後の「法令・規則・制

度等」の改正，変更にご注意下さい。

本書の内容についての照会先 　　　　　　

〒100-0006 東京都千代田区有楽町１−12−１

農林中金アカデミー研修企画部

TEL　03−3217−3420
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融 資 業 務 の 意 義

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。

⑴　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。

⑵　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。

⑶　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。

	 正解率　91％

正解　⑶	

　解　説

⑴　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。し

たがって，⑴は正しい。テキスト P12 

1 融資業務の意義

⑵　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。したがっ

て，⑵は正しい。テキスト P12 1 融資

業務の意義

⑶　金融仲介機能は，貯金として集めた

資金を生活資金や事業資金として必要

とする人に融資することにより遊休資

金を社会的に有用な目的のために活用

する媒介（仲介）となるはたらきをい

う。問題文は「信用創造機能」に関す

る説明である。したがって，⑶は誤っ

ているので，本問の正解である。テキ

スト P12 ～ 13 2 融資業務の機能（は

たらき）

融 資 の 5 原 則

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。

⑴　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

⑵　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

⑶　安定性の原則，循環性の原則，

　　収益性の原則，確実性の原則，
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　　遵法性の原則

	 正解率　89％

正解　⑵	

　解　説

　　融資の 5 原則は，安全性の原則，流

動性の原則，収益性の原則，成長性の

原則，公共性の原則である。したがっ

て，⑵が正しいので，本問の正解である。

テキスト P13 ～ 14 3 融資の 5 原則

組 合 融 資 業 務 の 特 色

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。

⑴　組合員主体の金融

⑵　個人事業資金の融資の比重が高いこと

⑶　組合の経済事業との関連が深いこと

	 正解率　50％

正解　⑵	

　解　説

　　組合の行う融資業務の特色を整理し

てみると，次のような事項があげられ

る。

①　組合員主体の金融（組合員だけでな

く，組合員に対する融資を妨げない範

囲内で，一定の制限のもとに組合員以

外の人に対する融資（員外貸付）も認

められている）

②　個人金融の比重が高いこと（消費者

ローンなどの生活資金と，個人事業資

金の融資の双方を併せもっている）

③　組合の経済事業との関連が深いこと

④　政策金融の比重が高いこと

　　したがって，⑵の「個人事業資金

の融資の比重が高いこと」が誤ってい

るので，本問の正解である。テキスト

P14 ～ 15 4 組合融資業務の特色

優 越 的 地 位 の 濫 用

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。

⑴　導入預金

⑵　金利など不確実な事項に関する断定的判

断の提供

⑶　融資先の事業に対する過剰な関与等

	 正解率　79％

正解　⑶	

　解　説

　　融資を提供する金融機関は，融資先

に対して優位な立場にあり，その立場

を利用してお客さまに不利な行為や不

利益を与える行為をしてはならない。

次のような行為が「優越的地位の濫用」

に該当する。

①　過度な協力貯金や金融商品などの購

入の要請・強要

②　融資に関する不当な取引条件の設定・

変更

③　関連会社などとの取引の強要

④　競合金融機関との取引の制限

⑤　融資先の事業に対する過剰な関与等

　　したがって，⑶の「融資先の事業に

対する過剰な関与」が優越的地位の濫

用に該当する行為なので，本問の正解

である。テキスト P19 ～ 20 1-2 コン

プライアンス違反
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コ ン プ ラ イ ア ン ス

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。

⑴　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。

⑵　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。

⑶　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。

	 正解率　66％

正解　⑴	

　解　説

⑴　融資取引に関連した法律には，民法

だけではなく，農業協同組合法，水産

業協同組合法はもちろんのこと，会社

法，手形・小切手法などがある。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ており，融資取

引に必要な法令の基本となるものであ

るが，融資取引について統一的に規制

しているわけではない（わが国では融

資取引について規制する統一的な法律

はない）。したがって，⑴は誤ってい

るので，本問の正解である。テキスト

P22 2-2 まずは民法からマスターしよ

う

⑵　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。したがって，⑵は正しい。テ

キスト P19 1-2 コンプライアンス違

反

⑶　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。したがって，⑶は正しい。

テキスト P21 1-2 コンプライアンス違

反

融資業務における説明責任

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。

⑴　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。

⑵　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。

⑶　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。

	 正解率　80％

正解　⑵	

　解　説

⑴　経営者等との間で保証契約を締結す

る場合には，「経営者保証に関するガイ

ドライン」に基づき，主債務者と保証

人に対する丁寧かつ具体的な説明を行

う。したがって，⑴は誤っている。テ

キスト P24 「系統金融機関向けの総合

的な監督指針」が求める与信取引に関
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する顧客への説明態勢

⑵　連帯保証契約では，契約に際して，

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。し

たがって，⑵は正しいので，本問の

正解である。テキスト P24 「系統金融

機関向けの総合的な監督指針」が求

める与信取引に関する顧客への説明

態勢

⑶　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，

契約締結後，「保証人の要請があれ

ば」，定期的または必要に応じて随

時，被保証債務の残高・返済状況に

ついて情報を提供する。したがって，

⑶は誤っている。テキスト P24 「系

統金融機関向けの総合的な監督指針」

が求める与信取引に関する顧客への

説明態勢

農協取引約定書・漁協取引約定書

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。

⑴　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。

⑵　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。

⑶　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。

	 正解率　73％

正解　⑶	

　解　説

⑴　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，

農協取引約定書（漁協取引約定書）を

取り交わすことになっている。したがっ

て，⑴は正しい。テキスト P27 4 農協

取引約定書を熟読しよう

⑵　農協取引約定書は，貯金取引，為替

取引などの受信取引には適用されない。

したがって，⑵は正しい。テキスト

P27 4 農協取引約定書を熟読しよう，

P28 4-1 農協取引約定書には何が記載

されているのか

⑶　農協取引約定書は，融資取引に共通

する重要で基本的な事項を定めたもの

であり，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，その場合は個別契約

書の内容が優先される。したがって，

⑶は誤っているので，本問の正解であ

る。テキスト P27 4 農協取引約定書を

熟読しよう

期 限 の 利 益

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。

⑴　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

⑵　債務者が後見開始の審判を受けたとき

⑶　債務者が禁錮以上の刑に処せられたとき
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	 正解率　59％

正解　⑴	

　解　説

　　農協取引約定書は，「債務者の貯金

について仮差押，保全差押または差押

の命令，通知が発送されたとき」には，

債務者はいっさいの期限の利益を喪失

する，と規定している（5 条 1 項）。し

たがって，⑴が正しいので，本問の正

解である。テキスト P30 4-2 期限の利

益の喪失

暴 力 団 排 除 条 項

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。

⑴　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。

⑵　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。

⑶　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。

	 正解率　91％

正解　⑶	

　解　説

⑴　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の

確約が含まれている。したがって，⑴

は正しい。テキスト P30 4-3 農協取引

約定書への暴力団排除条項の追加

⑵　暴力団排除条項でいう暴力団員には，

暴力団員だけでなく，暴力団員でなく

なった時から 5 年を経過しない者が含

まれる。したがって，⑵は正しい。テ

キスト P30 4-3 農協取引約定書への暴

力団排除条項の追加

⑶　債務者本人や保証人が，暴力団や暴

力団員などとの関係を有している場合

には，排除の対象となる。したがって，

⑶は誤っているので，本問の正解であ

る。テキスト P30 4-3 農協取引約定書

への暴力団排除条項の追加

金 銭 消 費 貸 借 契 約

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。

⑴　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。

⑵　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。

⑶　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。

	 正解率　72％

正解　⑵	

　解　説

⑴　借りたものその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
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物や金銭を借りる契約のことを消費貸

借契約という。したがって，⑴は正し

い。テキスト P34 1 金銭消費貸借契約

とは

⑵　要物契約とは，合意だけでなく，目

的物の引渡しや権利移転の事実が要件

とされる契約である。従来，金銭消費

貸借契約は要物契約とされていたが，

債権のルールに関する改正民法が 2020

年 4 月に施行された後は，書面による

ことを要件として，合意のみでも消費

貸借の成立が認められる（諾成契約）

こととなった（同法 587 条の 2）。した

がって，⑵は誤っているので，本問の

正解である。テキスト P34 1 金銭消費

貸借契約とは

⑶　証書貸付は，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。したがって，

⑶は正しい。P36 3-1 証書貸付とは

融 資 の 種 類

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。

⑴　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。

⑵　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。

⑶　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。

	 正解率　83％

正解　⑴	

　解　説

⑴　融資の種類は，融資金の原資や融資

の方法などにより，普通融資，要項融

資，制度融資に分類することができる。

したがって，⑴は正しいので，本問の

正解である。テキスト P34 2-1 資金の

性格による分類

⑵　要項融資とは，一定の範囲の組合を

対象に，融資対象者の資格，資金使途，

融資条件などを統一し，融資方法を定

形化した融資のことである。組合が貯

金として預かった資金を原資として，

組合自らの判断で融資条件を決めるこ

とができるのは，普通融資である。し

たがって，⑵は誤っている。P34 ～ 35 

2-1 資金の性格による分類

⑶　制度融資とは，農業，漁業の保護や

振興という国などの政策的要求に基づ

いて法令を定め，財政資金の融資や系

統融資への利子助成が行われる融資の

ことである。したがって，⑶は誤って

いる。P35 2-1 資金の性格による分類

証 書 貸 付

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。

⑴　証書貸付は，設備資金など長期資金の融

資に用いられる。

⑵　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。
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⑶　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。

	 正解率　89％

正解　⑶	

　解　説

⑴　設備の取得等には多額の資金が必

要となるので，融資期間も長期になる

ことが一般的であり，証書貸付が用い

られる。したがって，⑴は正しい。テ

キスト P63 3-6 資金使途を把握する，

P64 3-7 融資期間（返済予定日）を検

討する，P72 7 店内協議のポイント

⑵　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

まに代わって職員が代筆してはいけな

い。したがって，⑵は正しい。テキス

ト P36 3-3 「金銭消費貸借契約証書」

の記載内容

⑶　元利均等返済は，最初は利息にあて

られる部分が多く，元金返済にあてら

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。したがって，⑶

は誤っているので，本問の正解である。

テキスト P36 3-2 証書貸付の返済方法

手 形 貸 付

問　13　手形貸付について，正しいものを	

1 つ選びなさい。

⑴　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。

⑵　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。

⑶　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。

	 正解率　78％

正解　⑵	

　解　説

⑴　手形貸付は，短期の運転資金やボー

ナス資金などの季節資金の借入に利用

されることが多い。したがって，⑴は

誤っている。テキスト P37 4-1 手形貸

付とは

⑵　手形貸付は，返済原資や返済計画な

どから返済期間が短期（1 年以内）と

判断できる場合に多く利用される。し

たがって，⑵は正しいので，本問の正

解である。テキスト P37 4-1 手形貸付

とは

⑶　融資額と同額の金融機関宛ての約束

手形を借用証書の代わりに差し入れて

もらう。したがって，⑶は誤っている。

テキスト P37 4-1 手形貸付とは

手 形 貸 付

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。

⑴　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。

⑵　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
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の分を先取りするのが一般的である。

⑶　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。

	 正解率　95％

正解　⑶	

　解　説

⑴　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。し

たがって，⑴は正しい。テキスト P38 

4-2 手形貸付の特徴

⑵　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の指定され

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。したがって，⑵は正しい。

テキスト P39 4-3 手形貸付における利

息

⑶　手形貸付の手形期日が到来したとき

に，さらに融資期限を延長する場合に

は，新たな期日を満期日とする新手形

をお客さまから提出してもらう。した

がって，⑶は誤っているので，本問の

正解である。テキスト P39 4-4 手形貸

付の継続

手 形 割 引

問　15　手形割引について，正しいものを	

1 つ選びなさい。

⑴　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。

⑵　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。

⑶　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。

	 正解率　61％

正解　⑴	

　解　説

⑴　手形割引は，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。

したがって，⑴は正しいので，本問の

正解である。テキスト P40 5-1 手形割

引とは

⑵　金融機関は，支払期日（満期日）ま

での利息（割引料）を額面金額から差

し引いて買い取り，割り引いた利息が

金融機関の収益となる。したがって，

⑵は誤っている。テキスト P41 5-1 手

形割引とは

⑶　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）の販

売先（得意先）と一致しているか，チェッ

クする必要がある。したがって，⑶は

誤っている。テキスト P41 5-3 手形の

信用調査

当 座 貸 越

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。

⑴　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
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ができる。

⑵　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。

⑶　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。

	 正解率　82％

正解　⑵	

　解　説

⑴　当座貸越とは，当座貯金口座を持っ

たお客さまが，当座貯金の残高を超え

て手形・小切手を決済（立て替えて支

払ってもらえる）できる仕組みである。

したがって，⑴は正しい。テキスト

P43 6-1 当座貸越の仕組み

⑵　当座貸越は，当座貯金取引先の短期

運転資金を供給するために利用される。

したがって，⑵は誤っているので，本

問の正解である。テキスト P43 6-1 当

座貸越の仕組み

⑶　総合口座の定期貯金を担保とした当

座貸越を利用できるのは，個人のお客

さまに限られている。したがって，⑶

は正しい。テキスト P44 6-2 当座貸越

の機能

支 払 承 諾

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。

⑴　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。

⑵　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。

⑶　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。

	 正解率　79％

正解　⑴	

　解　説

⑴　支払承諾とは，金融機関が，お客さ

まの依頼（委託）に基づき，第三者に

対するお客さまの債務を保証する取引

のことをいう。したがって，⑴は正し

いので，本問の正解である。テキスト

P44 7-1 支払承諾とは

⑵　支払承諾を実行する場合には，一般

の融資と同様，信用調査を慎重に行い，

担保や保証人をとる必要がある。した

がって，⑵は誤っている。テキスト

P44 7-2 支払承諾の実務上の留意点

⑶　支払承諾は保証だけで資金の移動が

ないため，一般の融資に比べて管理が

おろそかになりがちであるが，支払承

諾実行後も，金融機関が保証した債務

の履行状況を定期的に確認する必要が

ある。したがって，⑶は誤っている。

テキスト P45 7-2 支払承諾の実務上の

留意点

取引を有効に行うための能力

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。

⑴　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
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要とされる。

⑵　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。

⑶　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。

	 正解率　68％

正解　⑶	

　解　説

⑴　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。したがって，⑴

は正しい。テキスト P47 9-1 取引を有

効に行うための能力

⑵　民法は「法人は，法令の規定に従い，

定款その他の基本約款で定められた目

的の範囲内において，権利を有し，義

務を負う」と定めており，法人に権利

能力（法人格）を認めている（同法 34

条）。したがって，⑵は正しい。テキス

ト P47 ～ 48 9-1 取引を有効に行うた

めの能力

⑶　制限行為能力者のした契約は，無効

ではなく，原則として，取り消すこと

ができるとされている。したがって，

⑶は誤っているので，本問の正解であ

る。テキスト P48 9-1 取引を有効に行

うための能力

取 引 の 相 手 方

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。

⑴　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。

⑵　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。

⑶　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。

	 正解率　25％

正解　⑵	

　解　説

⑴　通常は法人格を持たないものの，団

体として組織され，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

満たしている団体は「権利能力なき社

団」という。したがって，⑴は誤って

いる。テキスト P49 9-2 取引の相手方

⑵　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。したがっ

て，⑵は正しいので，本問の正解であ

る。テキスト P49 ～ 50 9-2 取引の相

手方

⑶　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，法人格のない団体であ

る（民法 667 条 1 項）。したがって，⑶

は誤っている。テキスト P48 ～ 49 9-2 

取引の相手方

制限行為能力者との取引

問　20　制限行為能力者との取引について，
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誤っているものを 1つ選びなさい。

⑴　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。

⑵　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。

⑶　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。

	 正解率　82％

正解　⑴	

　解　説

⑴　制限行為能力者には，未成年者・成

年被後見人・被保佐人・被補助人の 4

種類がある。破産者は，制限行為能力

者には該当しない。したがって，⑴は

誤っているので，本問の正解である。

テキスト P50 9-3 制限行為能力者との

取引

⑵　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。し

たがって，⑵は正しい。テキスト P50 

9-3 制限行為能力者との取引

⑶　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。したがって，

⑶は正しい。テキスト P50 9-3 制限行

為能力者との取引

制限行為能力者（未成年者）との取引

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。

⑴　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。

⑵　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。

⑶　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。

	 正解率　72％

正解　⑶	

　解　説

⑴　未成年者は，20 歳未満の者を指す（民

法 4 条）。ただし，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（民法 753 条）。なお，成年年

齢を現行の 20 歳から 18 歳に引き下げ

る改正民法が令和 4（2022）年 4 月 1

日に施行される。したがって，⑴は誤っ

ている。テキスト P50 9-3 制限行為能

力者との取引

⑵　未成年者との取引には，原則として

法定代理人の同意が必要とされてい

る。したがって，⑵は誤っている。テ

キスト P50 9-3 制限行為能力者との取

引

⑶　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。したがって，⑶は正しいので，

本問の正解である。テキスト P50 9-3 

制限行為能力者との取引

成 年 後 見 制 度

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。

⑴　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
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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。

⑵　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。

⑶　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。

	 正解率　58％

正解　⑴	

　解　説

⑴　問題文は「任意後見制度」の説明で

ある。法定後見制度は，「後見」「補佐」

「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家庭

裁判所が後見人を選任する。したがっ

て，⑴は誤っているので，本問の正解

である。テキスト P50 ～ 52 9-3 制限

行為能力者との取引

⑵　家庭裁判所によって選任された成年

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。したがっ

て，⑵は正しい。テキスト P51 9-3 制

限行為能力者との取引

⑶　成年被後見人が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

ことができるとされている。したがっ

て，⑶は正しい。テキスト P51 9-3 制

限行為能力者との取引

印鑑の登録・印鑑証明

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。

⑴　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。

⑵　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。

⑶　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。

	 正解率　87％

正解　⑶	

　解　説

⑴　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，外国人住

民を含み，15 歳未満の者および成年被

後見人は除かれている。したがって，

⑴は誤っている。テキスト P53 9-4 取

引先の確認方法

⑵　印鑑登録証明書は，代理人が発行を

申請することができる。したがって，

⑵は誤っている。テキスト P52 9-4 取

引先の確認方法

⑶　印鑑証明書または印鑑登録証明書は，

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提出が義務づ

けられている。したがって，⑶は正し

いので，本問の正解である。テキスト
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P53 9-4 取引先の確認方法

株 式 会 社 と の 取 引

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。

⑴　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。

⑵　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。

⑶　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。

	 正解率　55％

正解　⑵	

　解　説

⑴　株式会社の名称（商号）や設立の目的，

本社ならびに支店所在地，代表者名な

どを調査するには，その会社の商業登

記簿の登記事項証明書を入手する。し

たがって，⑴は正しい。テキスト P53

～ 54 9-5 株式会社との取引で注意する

こと

⑵　代表取締役は，取締役会の決議を経

て選出される。したがって，⑵は誤っ

ているので，本問の正解である。テキ

スト P54 9-5 株式会社との取引で注意

すること

⑶　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。したがって，⑶

は正しい。テキスト P54 9-5 株式会社

との取引で注意すること

外国人のお客さまとの取引

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。

⑴　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。

⑵　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。

⑶　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。

	 正解率　89％

正解　⑴	

　解　説

⑴　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。したがって，⑴は正

しいので，本問の正解である。テキス

ト P55 9-6 外国人のお客さまとの取引

で注意すること

⑵　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

市区町村で住民票が作成されるので，

市区町村の窓口で発行される「住民票

の写し」で確認することもできる。し

たがって，⑵は誤っている。テキスト

P55 9-6 外国人のお客さまとの取引で

注意すること

⑶　マイナンバーカードの申請は，市区
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町村に対して行う。したがって，⑶は

誤っている。テキスト 55 9-6 外国人の

お客さまとの取引で注意すること

融 資 申 込 み の 受 付

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。

⑴　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。

⑵　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。

⑶　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。

	 正解率　99％

正解　⑶	

　解　説

⑴　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。したがっ

て，⑴は正しい。テキスト P62 3-6 資

金使途を把握する

⑵　申込金額については，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。したがって，⑵は正

しい。テキスト P60 3-3 申込金額を検

討する

⑶　融資案件の話をするときは，必ずメ

モをとるのが原則である。したがって，

⑶は誤っているので，本問の正解であ

る。テキスト P59 2 融資受付の心構え

申込金額の検討・資金使途の把握等

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。

⑴　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。

⑵　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。

⑶　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。

	 正解率　82％

正解　⑵	

　解　説

⑴　借入金総額が月商の 6 倍を超えると

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。したがっ

て，⑴は誤っている。テキスト P60 

3-3 申込金額を検討する

⑵　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

金である。したがって，⑵は正しいの
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で，本問の正解である。テキスト P62

～ 63 3-6 資金使途を把握する

⑶　通常は，運転資金ならば一括返済，

設備資金ならば分割返済が多い。した

がって，⑶は誤っている。テキスト

P64 3-8 返済方法の確認と返済原資の

検討

守 秘 義 務

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。

⑴　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。

⑵　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。

⑶　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。

	 正解率　93％

正解　⑵	

　解　説

⑴　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，

守秘義務を負っている。したがって，

⑴は正しい。テキスト P68 ～ 69 6 守

秘義務

⑵　刑事事件による捜査依頼，税務調査

の申し出，家庭裁判所調査官からの依

頼，弁護士会からの照会など法令の規

定による場合は，守秘義務違反に問わ

れることはないと考えられている。し

たがって，⑵は誤っているので，本問

の正解である。テキスト P69 6-1 守秘

義務とは

⑶　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，守秘義務

の例外として認められている。したがっ

て，⑶は正しい。テキスト P70 6-3 信

用照会制度とは

個 人 情 報 の 保 護

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。

⑴　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。

⑵　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。

⑶　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。

	 正解率　72％

正解　⑴	

　解　説

⑴　個人情報とは，生存する個人に関す
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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。

したがって，⑴は正しいので，本問の

正解である。テキスト P69 ～ 70 6-2 

個人情報の保護

⑵　健康状態や財産の状況など，それだ

けでは誰の情報かわからないものでも，

個人の氏名などと一体となっているな

ど，他の情報と容易に照合することが

でき，それにより特定の個人を識別す

ることができるものは個人情報に含ま

れるが，匿名化された情報で特定の個

人を識別することができないものは個

人情報に該当しない。したがって，⑵

は誤っている。テキスト P70 6-2 個人

情報の保護

⑶　個人情報保護法は，個人情報を取得

する場合には，あらかじめ利用目的を

明示しなければならないとしているだ

けであるが，金融庁ガイドラインは，

利用目的を明示する書面に確認欄を設

けること等により，お客さまの同意を

得ることを求めている。したがって，

⑶は誤っている。テキスト P70 6-2 個

人情報の保護

法 人 の 資 格 調 査

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。

⑴　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。

⑵　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。

⑶　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。

	 正解率　89％

正解　⑵	

　解　説

⑴　法人と取引する場合には，その代

表者としなければ，後で何かトラブ

ルがあっても，取引の効果を主張す

ることができないので，法人の代表

者と取引（契約）を行わなければな

らない。したがって，⑴は正しい。

テキスト P77 9-4 資格調査のポイン

ト――法人

⑵　代表取締役が複数名いる場合は，各

代表取締役が単独で代表権を行使する

ことができる。したがって，⑵は誤っ

ているので，本問の正解である。テキ

スト P78 9-5 商業登記簿の調査と経営

実態調査

⑶　会社が行うことのできる事業は，登

記事項証明書に記載されている「目的」

の範囲内に限るとされている（民法 34

条参考）。したがって，⑶は正しい。テ

キスト P78 9-5 商業登記簿の調査と経

営実態調査

不 動 産 登 記 簿

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。

⑴　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。
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⑵　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。

⑶　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。

	 正解率　87％

正解　⑶	

　解　説

⑴　不動産登記簿の登記という外観を信

じても，不動産登記には公信力がない

ので，保護は受けられない。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ても，それが真

実の所有権者でなければその抵当権は

無効である。したがって，⑴は誤って

いる。テキスト P84 9-8 不動産登記簿

の調査ポイント

⑵　不動産登記簿の権利部（甲区）には，

所有権の登記に関する事項が記録され

ている。抵当権など所有権以外の権利

の登記に関する事項は，権利部（乙区）

に記録されている。したがって，⑵は

誤っている。テキスト P84 9-8 不動産

登記簿の調査ポイント

⑶　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，

抵当権設定契約の順序ではなく，不動

産登記簿に登記された順序によって決

定される。したがって，⑶は正しいので，

本問の正解である。テキスト P85 9-8 

不動産登記簿の調査ポイント（用語解

説「抵当権の法的性質」）

経 営 実 態 の 調 査

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。

⑴　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。

⑵　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。

⑶　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。

	 正解率　77％

正解　⑴	

　解　説

⑴　過剰在庫は，金利，保管料，取扱

費がかさむばかりではなく，商品が流

行遅れになったり，資金が固定化して

しまう。在庫量は，その企業の収益に

も大きくかかわる。在庫品のチェック

にあたっては，通常の受注に応じられ

るだけの適正な在庫であるかどうかを

確認する。したがって，⑴は誤ってい

るので，本問の正解である。テキスト

P92 9-11 主要取扱商品（製品）・在庫

品を調査する

⑵　販売条件の調査にあたっては，売掛

期間（売上が発生してからその代金を

回収するまでの期間），回収条件（現金・

振込と手形の比率），手形サイト（手形

の振出日から支払期日までの期間）な

どをチェックする。したがって，⑵は
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正しい。テキスト P93 9-12 主力販売

先・仕入先を調査する

⑶　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。したがって，⑶は

正しい。テキスト P93 9-12 主力販売

先・仕入先を調査する

貸 借 対 照 表

問　33　貸借対照表について，正しいものを

1つ選びなさい。

⑴　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。

⑵　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。

⑶　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。

	 正解率　87％

正解　⑶	

　解　説

⑴　貸借対照表は，ある一定時点の企業

の財政状態がどうなっているのかを表

したもので，問題文は損益計算書の説

明である。したがって，⑴は誤っている。

テキスト P96 10-3 貸借対照表で企業

の財政状態を確認する

⑵　貸借対照表の勘定科目は，資産につ

いては資金化する度合いの早い科目か

ら流動資産，固定資産という順序，負

債については返済期間の短い科目から

流動負債，固定負債という順序で配列

されている（流動性配列法）。企業会計

原則は，貸借対照表の勘定科目の並べ

方については，流動性配列法によると

規定している。したがって，⑵は誤っ

ている。テキスト P96 10-3 貸借対照

表で企業の財政状態を確認する

⑶　貸借対照表の借方（資産）と貸方（負

債＋自己資本（純資産））それぞれの合

計額は常に一致する。したがって，⑶

は正しいので，本問の正解である。テ

キスト P96 ～ 97 10-4 貸借対照表には

何が記載されているか

損 益 計 算 書

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。

⑴　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。

⑵　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。

⑶　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。

	 正解率　43％

正解　⑵	

　解　説

⑴　売上総利益は，売上高から売上原価

を差し引いたものである。したがって，

⑴は正しい。テキスト P97 10-5 損益

計算書で一定期間の経営成績を確認す

る

⑵　本来の営業活動以外で臨時的に発生

した収益や費用は「特別利益」や「特
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別損失」である。営業外収益，営業外

費用は，受取利息や支払利息，雑収入

や雑支出など本来の営業活動以外によ

る収益，費用をいう。したがって，⑵

は誤っているので，本問の正解である。

テキスト P97 ～ 98 10-5 損益計算書で

一定期間の経営成績を確認する

⑶　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。したがって，⑶は正

しい。テキスト P98 10-5 損益計算書

で一定期間の経営成績を確認する

財 務 分 析 の 手 法

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。

⑴　収益性の分析 ―― 売上高増加率

⑵　安全性の分析 ―― 総資本対自己資本比率

⑶　流動性の分析 ―― 総資本回転率

	 正解率　55％

正解　⑵	

　解　説

　　財務分析の手法には，次のようなも

のがある。

・収益性を分析する比率…総資本対経常

利益率，総資本回転率，売上高対経常

利益率など

・安全性を分析する比率…総資本対自己

資本比率，固定比率，固定長期適合率

など

・流動性を分析する比率…流動比率，当

座比率など

・成長性を分析する比率…売上高増加率，

経常利益増加率

　　したがって，⑵の「安全性の分析 

――総資本対自己資本比率」がもっと

も適当な組み合わせなので，本問の正

解である。テキスト P101 ～ 104 11-1 

収益性を分析する比率～ 11-3 流動性を

分析する比率

財 務 分 析

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。

⑴　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。

⑵　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。

⑶　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。

	 正解率　47％

正解　⑴	

　解　説

⑴　当座比率（当座資産÷流動負債）は，

高いほど良いとされている。したがっ

て，⑴は誤っているので，本問の正解

である。テキスト P104 11-3 流動性を

分析する比率

⑵　流動比率は，流動負債とこれを返済

するのに必要な財源（流動資産）を

比較する比率で，企業の支払能力を

判断し，高いほど良いとされている。

したがって，⑵は正しい。テキスト

P103 ～ 104 11-3 流動性を分析する

比率
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⑶　固定比率（固定資産÷自己資本）は，

低いほど良いとされている。したがっ

て， ⑶ は 正 し い。 テ キ ス ト P102 ～

103 11-2 安全性を分析する比率

不 動 産 担 保

問　37　不動産担保について，正しいものを

1つ選びなさい。

⑴　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。

⑵　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。

⑶　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。

	 正解率　74％

正解　⑶	

　解　説

⑴　不動産を担保にとる場合，土地とそ

の土地の上に建築されている建物双方

を担保として取得するのが基本である。

したがって，⑴は誤っている。テキス

ト P23 第 1 章 3-2 融資内容の説明を

怠ったための苦情・トラブル

⑵　不動産担保は，金融機関にとって，

調査に時間がかかること，調査のため

にはある程度の専門知識を必要とする

こと，担保設定後も継続的な管理が必

要であること，債務不履行となった場

合の換金処分に時間がかかることなど，

さまざまなデメリットがある。したがっ

て，⑵は誤っている。テキスト P111 

1-1 不動産担保とは

⑶　不動産の所有者が融資申込人以外の

第三者の場合は，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。したがって，⑶は正しいの

で，本問の正解である。テキスト P112 

1-2 不動産を担保にとる場合の調査手

順

差 押 え ・ 仮 差 押 え

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。

⑴　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。

⑵　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。

⑶　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。

	 正解率　50％

正解　⑵	

　解　説

⑴　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
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履行を強制することができる。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。したがって，⑴

は正しい。テキスト P113 1-2 不動産

を担保にとる場合の調査手順（用語解

説「差押えと仮差押え」）

⑵　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（甲区）欄にその旨が記録される

こととなる。したがって，⑵は誤って

いるので，本問の正解である。テキス

ト P113 1-2 不動産を担保にとる場合

の調査手順（用語解説「差押えと仮差

押え」）

⑶　預貯金の差押えは，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。したがって，⑶は

正しい。テキスト P113 1-2 不動産を

担保にとる場合の調査手順（用語解説

「差押えと仮差押え」）

不 動 産 の 価 格

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。

⑴　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。

⑵　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。

⑶　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。

	 正解率　62％

正解　⑴	

　解　説

⑴　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。したがっ

て，⑴は正しいので，本問の正解である。

テキスト P114 1-2 不動産を担保にと

る場合の調査手順

⑵　基準地価格は，各都道府県が定めた

基準地における 1㎡当たり土地単価で，

毎年 9 月に都道府県が公表する。し

たがって，⑵は誤っている。テキスト

P114 1-2 不動産を担保にとる場合の調

査手順

⑶　公示価格は，都市計画区域内等で国

土交通省が定める標準地における 1 月

1 日時点の 1㎡当たり土地単価で，毎年

3 月に国土交通省が公表する。したがっ

て，⑶は誤っている。テキスト P114 

1-2 不動産を担保にとる場合の調査手

順

質 権

問　40　質権について，誤っているものを	

1 つ選びなさい。

⑴　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。

⑵　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。
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⑶　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。

	 正解率　71％

正解　⑵	

　解　説

⑴　預（貯）金債権を担保にとる方法と

しては，実務上，質権設定手続による

方法がとられている。したがって，⑴

は正しい。テキスト P114 1-3 預貯金

を担保にとる

⑵　預（貯）金担保は，権利（債権）質

に属する。したがって，⑵は誤ってい

るので，本問の正解である。テキスト

P115 1-3 預貯金を担保にとる

⑶　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，たとえば預貯金

の証書や有価証券などが適切で，逆に

自動車のような動産は不適当である。

したがって，⑶は正しい。テキスト

P115 1-3 預貯金を担保にとる

抵 当 権

問　41　抵当権について，正しいものを 1つ

選びなさい。

⑴　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。

⑵　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。

⑶　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。

	 正解率　54％

正解　⑶	

　解　説

⑴　抵当権は，目的物の引渡しを受ける

ことなく，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。したがって，⑴は誤っ

ている。テキスト P116 2 抵当権とは

どのような権利か

⑵　民法は，不動産（土地・建物），地

上権，永小作権についてのみ抵当権

設定ができると定めている（民法 369

条 2 項）。したがって，⑵は誤ってい

る。テキスト P119 2-4 抵当権の目

的物

⑶ 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（抵当権

設定契約書）を作成する。したがって，

⑶は正しいので，本問の正解である。

テキスト P116 ～ 117　2-1　抵当権設

定契約で注意すること

抵 当 権 の 法 的 性 質

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。

⑴　抵当権で担保されている債権（被担保債
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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。

⑵　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。

⑶　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。

	 正解率　74％

正解　⑵	

　解　説

⑴　付従性に関する記述である。したがっ

て，⑴は正しい。テキスト P117 2-2 

抵当権の法的性質

⑵　随伴性に関する記述であるが，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す

れば，抵当権もそれに伴って第三者に

移転する。したがって，⑵は誤ってい

るので，本問の正解である。テキスト

P117 2-2 抵当権の法的性質

⑶　物上代位性に関する記述である。し

たがって，⑶は正しい。テキスト P117 

2-2 抵当権の法的性質

根 抵 当 権

問　43　根抵当権について，正しいものを	

1 つ選びなさい。

⑴　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。

⑵　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。

⑶　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。

	 正解率　74％

正解　⑶	

　解　説

⑴　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も

ので，現在すでに発生している債権は

もちろん，将来発生すべき特定債権を

含めて，全体として極度額の範囲内

で不特定の債権を担保する。したがっ

て，⑴は誤っている。テキスト P117

～ 118 2-3 抵当権には 2 つの種類が

ある

⑵　根抵当権には，付従性や随伴性はな

い（被担保債権が弁済されても消滅せ

ず，また，債権が譲渡されても根抵当

権は移転しない）。したがって，⑵は誤っ

ている。テキスト P118 2-3 抵当権に

は 2 つの種類がある

⑶　根抵当権は，設定契約時に，根抵当

権によって担保される債権の範囲とと

もに，極度額を定めることになってい

る。したがって，⑶は正しいので，本

問の正解である。テキスト P118 2-3 

抵当権には 2 つの種類がある

抵 当 権 の 設 定 等

問　44　抵当権の設定等について，誤ってい
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るものを 1つ選びなさい。

⑴　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。

⑵　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。

⑶　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。

	 正解率　46％

正解　⑴	

　解　説

⑴　抵当権の設定は，抵当権者と抵当権

設定者の間の意思表示によってその効

力が生じる。したがって，⑴は誤って

いるので，本問の正解である。テキス

ト P119 3 抵当権設定のポイント

⑵　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。した

がって，⑵は正しい。テキスト P119 3 

抵当権設定のポイント

⑶　農地を宅地等にするために，所有権

の移転，質権・賃借権その他使用・収

益を目的とする権利の設定・移転をす

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。した

がって，⑶は正しい。テキスト P120 

3-1 土地・建物に抵当権を設定する場

合の注意事項

保 証

問　45　保証について，誤っているものを	

1 つ選びなさい。

⑴　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。

⑵　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。

⑶　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。

	 正解率　60％

正解　⑵	

　解　説

⑴　保証とは，債権者と保証人の契約に

よって，債務者が債務を履行しない場

合に，保証人が債務を履行する責任を

負うことをいう。したがって，⑴は正

しい。テキスト P121 4-1 保証（人的

担保）と物的担保の違い

⑵　保証契約は書面でしなければ効力を

生じない。したがって，⑵は誤ってい

るので，本問の正解である。テキスト

P122 4-2 保証契約の成立

⑶　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（制限行為

能力者でないこと），主債務を弁済でき

る資力があることが必要となる。した
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がって，⑶は正しい。テキスト P123 

4-5 保証人の条件と保証能力の確認

連 帯 保 証

問　46　連帯保証について，正しいものを	

1 つ選びなさい。

⑴　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。

⑵　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。

⑶　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。

	 正解率　54％

正解　⑶	

　解　説

⑴　連帯保証人には催告の抗弁権も検索

の抗弁権もなく，債務不履行があった

場合には，債務者と保証人のどちらに

先に請求しても，またどちらの財産か

ら先に執行してもよい。したがって，

⑴は誤っている。テキスト P124 ～

125 4-7 連帯保証（用語解説「催告の

抗弁権と検索の抗弁権」）

⑵　連帯保証人には分別の利益がなく，

連帯保証人が数人いても，それぞれに

全額の保証債務の履行を請求すること

ができる。したがって，⑵は誤っている。

テキスト P124 ～ 125 4-7 連帯保証（用

語解説「分別の利益」）

⑶　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。したがって，⑶は正しいので，

本問の正解である。テキスト P124 4-7 

連帯保証

経営者保証に関するガイドライン

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。

⑴　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。

⑵　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。

⑶　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。

	 正解率　67％

正解　⑴	

　解　説

⑴　業務，経理，資産所有等に関し，法

人と経営者の関係が明確に区分・分離

されている必要がある。したがって，

⑴は誤っているので，本問の正解であ

る。テキスト P128 5-1 経営者保証に
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依存しない融資の一層の推進

⑵　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。したがって，⑵は正しい。テキ

スト P128 ～ 129 5-2 経営者保証の契

約時の債権者の対応

⑶　保証金額は，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。したがって，⑶は正しい。

テキスト P129 5-2 経営者保証の契約

時の債権者の対応

相 殺

問　48　相殺について，正しいものを 1つ選

びなさい。

⑴　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。

⑵　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。

⑶　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。

	 正解率　68％

正解　⑴	

　解　説

⑴　相殺とは，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。し

たがって，⑴は正しいので，本問の正

解である。テキスト P150 6-1 相殺の

要件

⑵　金融機関が融資金と取引先の預貯金

とを相殺するときは，融資金の期限が

到来していれば，金融機関は預貯金の

期限の利益を放棄して，預貯金の期限

を到来させることができるので，両債

権は弁済期が到来し，相殺適状となる。

したがって，⑵は誤っている。テキス

ト P150 6-1 相殺の要件

⑶　相殺を行う場合は，相手への通知

が必要となる。したがって，⑶は誤っ

ている。テキスト P151 6-1 相殺の要

件

債 権 の 時 効

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。

⑴　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。

⑵　裁判上の請求があると，時効の完成は猶

予される。

⑶　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。

	 正解率　33％

正解　⑴	

　解　説

⑴　時効の完成猶予とは，猶予事由が発
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生しても時効期間の進行自体は止まら

ないが，本来の時効期間の満了時期を

過ぎても，所定の時期を経過するまで

は時効が完成しないという効果をいう。

したがって，⑴は誤っているので，本

問の正解である。テキスト P152 7-2 

時効の完成猶予と更新

⑵　裁判上の請求，支払督促，裁判上の

和解・民事調停・家事調停，破産手続

参加・再生手続参加・更生手続参加の

いずれかの事由が生ずると，時効の完

成は猶予される（民法147条）。したがっ

て，⑵は正しい。テキスト P152 7-2 

時効の完成猶予と更新

⑶　時効の援用とは，時効によって利益

を受ける者（債務者，保証人など）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（同法 145 条）。したがって，

⑶は正しい。テキスト P153 7-3 時効

の援用

相 続

問　50　相続について，正しいものを 1つ選

びなさい。

⑴　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。

⑵　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。

⑶　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。

	 正解率　64％

正解　⑶	

　解　説

⑴　被相続人に法定相続人がいない場合，

家庭裁判所は，利害関係人または検察

官の請求により相続財産管理人を選任

し，相続人や相続債権者を探す手続を

一定期間行った後，相続する者がいな

い相続財産は，最終的に「国庫」に帰

属する。したがって，⑴は誤っている。

テキスト P156 8 債務者等の死亡と相

続実務

⑵　配偶者 4 分の 3，兄弟 4 分の 1 である。

したがって，⑵は誤っている。テキス

ト P154 8 債務者等の死亡と相続実務

（用語解説「法定相続分」）

⑶　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。したがって，⑶

は正しいので，本問の正解である。テ

キスト P155 8-2 融資金の種類別の相

続
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