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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（貯金・為替）」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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金 融 業 務 の 基 礎 知 識

問　1　金融業務の基礎知識について，誤って

いるものを 1つ選びなさい。

⑴　金融機関の本業には，貯金・貸付・為替

という 3 つの業務があり，これを固有業務

という。

⑵　貯金業務は，貯金者の資産を管理・保管

する業務で，貯金者から信用を与えられて

お金を預かるところから，与信業務という。

⑶　為替業務は，振込や送金で債権や債務の

決済を行う業務で，これを決済業務という。

	 正解率　52％

正解　⑵	

　解　説

⑴　貯金業務は貯金者の資産を管理・保

管する業務，貸付業務は企業や個人に

資金を貸し出す業務，為替業務は振込

や送金で債権や債務の決済を行う業務

である。したがって，⑴は正しい。テ

キスト P3 はじめに

⑵　貯金業務は，貯金者から信用を受け

てお金を預かるところから「受信業務」

という。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 P3 

はじめに

⑶　為替業務（決済業務）は，振込や送

金で債権や債務の決済を行う業務で，

現金を使わずに，支払いや受け取りを

する。したがって，⑶は正しい。テキ

スト P3 はじめに

系 統 信 用 事 業 の 特 色

問　2　系系統信用事業の特色について，正し

いものを 1つ選びなさい。

⑴　農漁協は，組合員の事業と生活にトータ

ルとして奉仕する協同組合であるからこそ，

金融事業と他事業との兼営方式が認められ

ている。

⑵　系統信用事業は，単位の組合および都道

府県段階（信連）という二段階からなる組

織を形成しており，それぞれの機能を分担・

補完し，一体となって事業を行っている。

⑶　農漁協の信用事業は，組合員でなければ

利用することができない。

	 正解率　78％

正解　⑴	

　解　説

⑴　信用・共済・購買・販売・利用など
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の事業を兼営して行う総合事業方式は，

農漁協が組合員の事業と生活にトータ

ルとして奉仕する協同組合だから認め

られている方式で，他の金融機関はも

ちろん他の協同組織金融機関において

もこのような金融事業と他事業との兼

営方式は認められていない。したがっ

て，⑴は正しいので，本問の正解である。

テキスト P12 1-1 総合事業の特色

⑵　系統信用事業は，単位の組合にとど

まらず，都道府県段階（信連），全国段

階（農林中央金庫）の三段階からなる

組織を形成しており，組合・信連・農

林中央金庫の三者は，それぞれの機能

を分担・補完し，一体となって事業を

行っている。したがって，⑵は誤って

いる。テキスト P13 1-4 組織金融

⑶　農漁協は，一定の地域内で，農業者

や漁業者等の組合員を対象に信用事業

を営んでいるが，そのほか，組合員の

家族や地域住民，団体，法人，市町村

なども一定の範囲内で組合の信用事業

を利用することができる。したがって，

⑶は誤っている。テキスト P12 ～ 13 

1-3 地域金融

信用事業担当者の心構え

問　3　信用事業担当者の心構えについて，

誤っているものを 1つ選びなさい。

⑴　協同組合の金融事業である信用事業に従

事する私たちは，バックボーンとして，協

同組合理念を理解し，その理念に基づき行

動することが求められている。

⑵　信用事業の担当者は，法令等を遵守した

業務の遂行が求められるが，この法令等は，

法律や命令，条例などを指し，事務手続な

ど組合内部のルールは含まれない。

⑶　信用事業の業務は，すべてが法律に関係

するといっても過言ではないので，信用事

業担当者は金融に関する法律知識を知って

おく必要がある。

	 正解率　94％

正解　⑵	

　解　説

⑴　信用事業は，協同組合の金融事業で

あり，その仕事に従事する私たちは，

バックボーンとして，協同組合理念を

理解し，その理念に基づき行動すること

が必要である。したがって，⑴は正しい。

テキスト P13 2-1 協同組合理念をもつ

⑵　信用事業の担当者は，法令等を遵守

した業務の遂行が求められるが，法令

等という場合には，法律や命令，条例

などの法令のみならず，組合の定款・

規程・事務手続など内部的なものも含

まれる。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

P14 2-3 法令等の遵守

⑶　信用事業の業務は，すべてが法律に

関係するといっても過言ではないので，

信用事業担当者は金融に関する法律知

識を知っておく必要がある。したがっ

て，⑶は正しい。テキスト P14 2-4 業

務知識の習得

法律行為を有効に行うための能力

問　4　法律行為を有効に行うための能力につ

いて，正しいものを 1つ選びなさい。

⑴　権利能力とは，法律関係の当事者となっ
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て，権利を取得したり義務を負うことので

きる能力をいう。

⑵　民法は，行為能力が出生に始まり，死亡

によって消滅すると規定している。

⑶　行為のときに精神に異常があったり，泥

酔していたりして判断能力がなかったとみ

られるときは，意思能力がない状態での法

律行為として取り消すことができる。

	 正解率　53％

正解　⑴	

　解　説

⑴　権利能力とは，法律関係の当事者と

なって，権利を取得したり義務を負う

ことのできる能力をいう。したがって，

⑴は正しいので，本問の正解である。

テキスト P16 1-1 個人（自然人）のお

客さま

⑵　民法は，「私権の享有（きょうゆう）

は，出生に始まる」（3 条 1 項）と規定

しているが，これは，権利能力が出生

に始まり，死亡によって消滅すること

を意味している。したがって，⑵は誤っ

ている。テキストP16 1-1 個人（自然人）

のお客さま

⑶　行為のときに精神に異常があったり，

泥酔していたりして判断能力がなかっ

たとみられるときは，意思能力がない

状態での法律行為として無効とされる

（民法 3 条の 2）。したがって，⑶は誤っ

ている。テキストP16 1-1 個人（自然人）

のお客さま

制 限 行 為 能 力 者

問　5　制限行為能力者について，誤っている

ものを 1つ選びなさい。

⑴　民法は，法律行為を行うために必要な判

断能力が備わっていない人を制限行為能力

者と定め，保護している。

⑵　未成年者との取引は，おこづかい程度の

少額のお金の支払いなどを除いて，法定代

理人である親権者の同意を得る必要があ

る。

⑶　未成年者が新規で口座を開設する場合に

は，長期の取引になることが予想されるの

で，利便性の高い総合口座を開設してもら

うようにする。

	 正解率　94％

正解　⑶	

　解　説

⑴　法律行為を行うために必要な判断能

力が備わっていない人を保護する仕組

みとして，民法は，一定の条件を設け

て，その条件に当てはまる人を保護し

ており，この条件に当てはまる人のこ

とを，制限行為能力者という。具体的

には，未成年者，成年被後見人，被保

佐人，被補助人が該当する。したがって，

⑴は正しい。テキスト P17 1-2 制限行

為能力者

⑵　未成年者とは 20 歳未満のお客さまの

ことで，おこづかい程度の少額のお金

の支払いなどを除いて，取引には法定

代理人の同意が必要とされている。し

たがって，⑵は正しい。テキスト P17 

1-2 制限行為能力者

⑶　未成年者のお客さまが新規で口座を

開設する場合には，未成年者保護のた

めに，自動融資（当座貸越）が受けら

れる総合口座ではなく，普通貯金口座
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を開設してもらう。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 P17 1-2 制限行為能力者

成 年 後 見 制 度

問　6　成年後見制度について，正しいものを

1つ選びなさい。

⑴　認知症の高齢者など判断能力が衰えた人

たちについては，法定後見制度を利用する

と，市町村長が選任した支援者が法定代理

人となって取引をすることができる。

⑵　法定後見制度は，後見・保佐の 2 つに分

かれており，判断能力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。

⑶　任意後見制度は，本人の判断能力が不十

分になったときに，本人があらかじめ結ん

でおいた任意後見契約にしたがって，任意

後見人が本人を援助する制度である。

	 正解率　77％

正解　⑶	

　解　説

⑴　法定後見制度を利用すると，家庭

裁判所が選任した支援者が法定代理人

となって取引をすることができる。し

たがって，⑴は誤っている。テキスト

P18 1-2 制限行為能力者

⑵　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，⑵は誤っ

ている。テキスト P18 1-2 制限行為能

力者

⑶　任意後見制度は，本人の判断能力

が不十分になったときに，本人があら

かじめ結んでおいた任意後見契約にし

たがって，任意後見人が本人を援助す

る制度である。したがって，⑶は正し

いので，本問の正解である。テキスト

P18 1-2 制限行為能力者

代 理 人

問　7　代理人について，誤っているものを	

1 つ選びなさい。

⑴　代理人とは，本人に代わって，代理権の

範囲内で自らの判断により行動できる人の

ことをいう。

⑵　代理人との取引にあたっては，代理人本

人からの申し出により代理人届を提出して

もらう。

⑶　代理人は，代理人自身の氏名と代理人の

届出印により，取引者本人に代わって取引

を行う。

	 正解率　78％

正解　⑵	

　解　説

⑴　代理人とは，本人に代わって，代理

権の範囲内で自らの判断により行動で

きる人のことをいう。したがって，⑴

は正しい。テキスト P20 2-2 代理人・

使者

⑵　代理人との取引にあたっては，取引

者本人からの申し出により代理人届を

提出してもらう。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 P21 2-2 代理人・使者

⑶　代理人は，取引者本人に代わって，

代理人の氏名と代理人の届出印で取引

を行う。したがって，⑶は正しい。テ
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キスト P20 2-2 代理人・使者

貯 金 契 約

問　8　貯金契約について，正しいものを	

1 つ選びなさい。

⑴　貯金契約のように，預かった物（金銭）

を消費し，同等の物（同額の金銭）を返せ

ばよいという契約を消費委託契約という。

⑵　貯金契約は，貯金者と JA・JF の合意だ

けでなく，金銭の授受があってはじめて成

立する要物契約とされている。

⑶　貯金規定は，貯金の預入れや払戻し，解約，

利息などについて定められており，一人ひ

とりのお客さまと貯金の契約書を取り交わ

すのは大変なので，あらかじめ契約内容を

まとめたものである。

	 正解率　37％

正解　⑶	

　解　説

⑴　貯金契約のように，預かった物を消

費し，同等の物を返せばよいという契

約を「消費寄託契約」という。したがっ

て，⑴は誤っている。テキスト P22 

3-1 消費寄託契約

⑵　従来，貯金契約は，金銭の授受があっ

てはじめて成立する要物契約とされて

いたが，債権のルールに関する改正民

法が 2020 年 4 月 1 日から施行され，

諾成契約とされた。したがって，⑵は

誤っている。テキスト P22 3-2 貯金契

約は要物契約から諾成契約へ

⑶　貯金規定は，貯金の預入れや払戻し，

解約，利息などについてまとめたもの

である。貯金取引は，この契約をもと

にして行うので，きちんと理解してお

くようにする。したがって，⑶は正し

いので，本問の正解である。テキスト

P23 3-3 貯金規定

事 務 の 基 本

問　9　事務の基本について，誤っているもの

を 1つ選びなさい。

⑴　事務の基本は「正確」「迅速」「丁寧」であり，

この中で，新入職員がまず押さえるべきこ

とは，お客さまをお待たせしない「迅速な

事務処理」である。

⑵　自分 1 人で判断できないことは，上司の

指示を仰ぐことが必要であり，上司への報

告，連絡，相談を忘れないようにする。

⑶　事務の確認をするときには，事務手続，

マニュアル等をまめに開き，チェックする

ことが求められる。

	 正解率　98％

正解　⑴	

　解　説

⑴　事務の基本は「正確」「迅速」「丁

寧」であり，この中で，新入職員がま

ず押さえるべきことは「正確な事務処

理」である。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 P23 4-1 基本的な心構え

⑵　自分 1 人で判断できないことは，上

司の指示を仰ぐことが必要である。何

でもかんでも最後まで 1 人で行うこと

が，責任のある仕事とはいえない。上

司への報告，連絡，相談を忘れないよ

うにする。したがって，⑵は正しい。

テキスト P23 4-1 基本的な心構え
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⑶　事務の確認をするときには，事務手

続，マニュアル等をまめに開き，チェッ

クすることが求められる。したがって，

⑶は正しい。テキスト P23 4-2 事務手

続の遵守

現 金 の 取 扱 い

問　10　現金の取扱いについて，正しいもの

を 1つ選びなさい。

⑴　券面積が 3 分の 2 以上残っている欠損紙

幣は，券面金額の全額と引き換えられる。

⑵　欠損紙幣の引換基準を満たすものであっ

ても，左右片が貼り違いのものなど引換金

額の認定が困難なものは，財務局の鑑定を

受ける。

⑶　受け入れ時に，流通上自然に摩損してい

たり，火災などで変形して 5 分の 2 以上 3

分の 2 未満残っている硬貨は，額面金額の

半額と引き換えられる。

	 正解率　83％

正解　⑴	

　解　説

⑴　券面積が 3 分の 2 以上残っている欠

損紙幣は券面金額の全額と，また 5 分

の 2 以上 3 分の 2 未満残っているもの

は半額と引き換えられる。したがって，

⑴は正しいので，本問の正解である。

テキスト P25 4-3 現金の取扱い

⑵　財務局ではなく，日本銀行の鑑定を

受ける。したがって，⑵は誤っている。

テキスト P25 4-3 現金の取扱い

⑶　硬貨は紙幣のように破れたり焼けた

りして面積が減ることを想定していな

いので，面積による引換基準はなく，

鑑定の結果は，全額か失効のいずれか

である。したがって，⑶は誤っている。

テキスト P25 4-3 現金の取扱い

伝 票 の 取 扱 い

問　11　伝票の取扱いについて，誤っている

ものを 1つ選びなさい。

⑴　伝票は，経理上の記録書類であり，取引

の証拠書類でもある重要な書類なので，お

客さまに記入してもらうときには，間違い

がないように丁寧に説明し，事務処理後は

きちんと保管する。

⑵　窓口担当者は，善良な管理者の注意義務

をもって事務を処理する必要があり，この

注意義務を怠ると，民法の規定により損害

賠償責任を負うことがある。

⑶　善良な管理者の注意義務とは，受任者の

地位や職業とは関係なく，社会一般の常識

からみて，通常求められる注意のことをい

う。

	 正解率　68％

正解　⑶	

　解　説

⑴　伝票は，経理上の記録書類であり，

取引の証拠書類でもある重要な書類で

ある。したがって，⑴は正しい。テキ

スト P26 4-4 伝票の取扱い

⑵　善良な管理者の注意義務を怠ると，

民法の規定により損害賠償責任を負う

ことがある。したがって，⑵は正しい。

テキスト P26 4-4 伝票の取扱い（本文

および用語解説）

⑶　善良な管理者の注意義務とは，受任

者の職業，専門家としての能力，社会
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的地位などからみて一般的にもたなけ

ればならないような注意のことをいう。

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 P26 4-4 伝

票の取扱い（用語解説）

伝 票 の 取 扱 い

問　12　伝票の取扱いについて，正しいもの

を 1つ選びなさい。

⑴　お客さまが伝票の金額や氏名を書き間違

えた場合は，修正箇所に二重線を引き，訂

正印を押して書き直してもらう。

⑵　伝票の代筆は，法律的には代理行為とみ

なされるので，窓口担当者は相当の注意を

もって事務を処理する必要がある。

⑶　手が不自由なお客さまから代筆を依頼さ

れた等，やむを得ない事情により伝票を代

筆するときは，役席者の事前承認と立ち会

いのうえで，お客さまの面前で行う。

	 正解率　89％

正解　⑶	

　解　説

⑴　伝票の金額や氏名は，訂正印によ

る書き直しを受け付けることができな

いので，伝票を書き直してもらう。し

たがって，⑴は誤っている。テキスト

P26 4-4 伝票の取扱い

⑵　代筆は，法律的には「準委任」とみ

なされ，窓口担当者は「善良な管理者

の注意義務」をもって事務を処理する

必要があり，慎重な対応が必要である。

ただし伝票は，原則としてお客さまに

記入してもらい，やむを得ず代筆する

必要がある場合は，上司に確認をして

から行うようにする。したがって，⑵

は誤っている。テキスト P26 4-4 伝票

の取扱い

⑶　やむを得ない事情により伝票を代筆

するときは，次のような点に注意して

行う。

①　役席者の事前承認を得る。

②　役席者（第三者）に立ち会ってもらう。

③　お客さまの意思確認を十分に行った

うえで，お客さまの面前で代筆する。

④　代筆者，代筆理由，代筆者の係印，

役席者の検印など，そのときの状況を

記録しておく（後日紛議が生じた場合

に有効）。

　　したがって，⑶は正しいので，本問

の正解である。テキスト P26 4-4 伝票

の取扱い

通帳や証書，印鑑の取扱い

問　13　通帳や証書，印鑑の取扱いについて，

正しいものを 1つ選びなさい。

⑴　お客さまから貯金の払戻請求を受け付け

た場合は，払戻請求書に使用された印影と，

通帳または証書の印鑑，届出の印鑑との一

致をもって取引者であることを確認して払

戻しに応じる。

⑵　払戻請求書に使用された印影を届出の印

鑑と相当の注意をもって照合して取り扱っ

たにもかかわらず，書類に偽造，変造等の

事故があった場合には，金融機関はそのた

めに生じた損害について責任を負わなけれ

ばならない。

⑶　お客さまの印章をお預かりする際は，預

り証を発行するなどの手続をする必要があ

り，保管にも十分な注意が必要となる。
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	 正解率　80％

正解　⑴	

　解　説

⑴　お客さまから貯金の払戻請求を受け

付けた場合は，払戻請求書に使用され

た印影と，通帳または証書の印鑑，届

出の印鑑の一致をもって取引者である

ことを確認して払戻しに応じる。した

がって，⑴は正しいので，本問の正解

である。テキスト P27 4-5 通帳や証書

の取扱い

⑵　貯金規定には，「払戻請求書，諸届そ

の他の書類に使用された印影を届出の

印鑑と相当の注意をもって照合し，相

違ないものと認めて取扱ったうえは，

それらの書類につき偽造，変造，その

他の事故があっても，そのために生じ

た損害については，責任を負わない」

という免責約款が定められている。し

たがって，⑵は誤っている。テキスト

P27 4-5 通帳や証書の取扱い

⑶　お客さまの印章は，たとえ一時的で

あっても預かってはならない。したがっ

て，⑶は誤っている。テキスト P28 

4-6 印鑑の取扱い

守 秘 義 務

問　14　守秘義務について，正しいものを	

1 つ選びなさい。

⑴　お客さまの貯金や貸出金といった取引内

容や資産内容は，内部情報としては有効活

用できる重要な情報であるが，外部に漏ら

すことは禁じられている。

⑵　貯金者の家族から，電話で貯金者の取引

状況について問い合わせがあった場合には，

すぐに回答するのではなく，こちらから折

り返し電話して回答する。

⑶　近所の知り合いが多額の定期貯金をして

くれた場合には，自分の家族にもその旨を

伝え，家族からもきちんとお礼を言っても

らうことが CS 向上につながる。

	 正解率　95％

正解　⑴	

　解　説

⑴　お客さまの貯金や貸出金といった取

引内容や資産内容は，外部に漏らすこ

とは禁じられている。したがって，⑴

は正しいので，本問の正解である。テ

キスト P28 4-7 守秘義務

⑵　家族の取引状況を聞かれた場合にも，

守秘義務が求められる。取引者本人か

らの申し出であればいつでも回答でき

ることを説明して，家族への回答は避

ける。したがって，⑵は誤っている。

テキスト P28 4-7 守秘義務

⑶　仕事上知り得た情報は，たとえ家族

であっても話してはいけない。したがっ

て，⑶は誤っている。テキスト P29 

4-7 守秘義務

貯 金 商 品 の 概 要

問　15　貯金商品の概要について，誤ってい

るものを 1つ選びなさい。

⑴　総合口座は，「引き出す・預け入れる」と

いう機能に加え，「受け取る」「支払う」「貯

める」「借りる」という便利な機能を備えた

口座である。

⑵　総合口座は，個人だけではなく法人も利
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用することができる。

⑶　当座貯金は，支払いに手形や小切手を使

える貯金で，利息はつかないが，事業用の

口座として利用できる貯金である。

	 正解率　92％

正解　⑵	

　解　説

⑴　総合口座は，「引き出す・預け入れる」

という機能に加え，給与や年金を「受

け取る」，公共料金などの自動引落しと

いった「支払う」機能，さらには毎月

決まった日に普通貯金から定期積金に

振り替えて確実に「貯める」機能や，セッ

トされた定期貯金を担保にして自動融

資（マイナス残高になってもお金をお

ろすことができる当座貸越）を受ける

「借りる」という機能など，便利な機能

を備えた口座である。したがって，⑴

は正しい。テキスト P29 ～ 30 5 つか

う貯金

⑵　総合口座は，個人のお客さま限定の

商品である。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 P30 5 つかう貯金

⑶　当座貯金は，支払いに手形や小切手

を使える貯金で，利息はつかないが，

事業用の口座として利用できる貯金で

ある。したがって，⑶は正しい。テキ

スト P30 ～ 31 5 つかう貯金

新 規 口 座 の 開 設

問　16　新規口座の開設について，誤ってい

るものを 1つ選びなさい。

⑴　新規口座開設の受付にあたっては，まず，

数ある金融機関の中から JA・JF を選んで

くれたことに対するお礼をいう。

⑵　キャッシュカードの暗証番号は，生年月

日や電話番号など，わかりやすいものは避

けるようお客さまにアドバイスする。

⑶　新規口座の開設にあたっては「反社会的

勢力ではないことの表明・確約に関する同

意書」を提出してもらう必要があるが，す

でに取引のあるお客さまは，暴力団排除条

項の対象外である。

	 正解率　96％

正解　⑶	

　解　説

⑴　口座を作りたいというお客さまの申

し出に対しては，まず，数ある金融機

関の中から JA・JF を選んでくれたこ

とに対するお礼をいう。したがって，

⑴は正しい。テキスト P36 6-2 新規口

座開設のポイント

⑵　キャッシュカードの暗証番号は，生

年月日や電話番号，車のナンバーなど，

わかりやすいものは避けるようお客さ

まにアドバイスする。したがって，⑵

は正しい。テキスト P44 6-2 新規口座

開設のポイント

⑶　すでに取引のあるお客さまであって

も，暴力団等の反社会的勢力であるこ

とが判明するなどした場合には，解約

等の対象となる。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 P43 6-2 新規口座開設のポイント

取 引 時 確 認

問　17　取引時確認について，犯罪収益移転
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防止法の規定によれば，正しいものを 1つ選

びなさい。

⑴　取引時確認で確認すべき本人特定事項は，

法人の場合，名称・本店または主たる事務

所の所在地・代表者の氏名である。

⑵　法人の実質的支配者とは，株式会社など

では 25％を超える議決権を保有する者，出

資，融資，取引その他の関係を通じてその

法人の事業活動に支配的な影響力を持つと

認められる者とされている。

⑶　電気・ガス・水道料金の支払いなど 10 万

円を超える現金による振込は，取引時確認

の必要な取引とされている。

	 正解率　58％

正解　⑵	

　解　説

⑴　代表者の氏名は，法人の本人特定事

項には含まれていない。法人の本人特

定事項は名称・本店または主たる事務

所の所在地であり，そのほか，取引の

目的，事業内容と取引担当者・実質的

支配者の本人特定事項を確認すること

が求められる。したがって，⑴は誤っ

ている。テキスト P38 6-2 新規口座開

設のポイント

⑵　法人の実質的支配者とは，法人の意

思決定に影響力を持つ者であり，株式

会社などでは 25％を超える議決権を

保有する者，出資，融資，取引その他

の関係を通じてその法人の事業活動に

支配的な影響力を持つと認められる者

とされている。したがって，⑵は正し

いので，本問の正解である。テキスト

P38 6-2 新規口座開設のポイント

⑶　10 万円を超える現金による振込で

あっても，国や地方公共団体への各種

税金・料金の納付，電気・ガス・水道

料金の支払いや学校の入学金・授業料

の支払いは，取引時確認が必要な取引

から除かれている。したがって，⑶は

誤っている。テキスト P38 6-2 新規口

座開設のポイント

取 引 時 確 認

問　18　取引時確認について，犯罪収益移転

防止法の規定によれば，誤っているものを	

1 つ選びなさい。

⑴　複数回の現金振込で合計金額が 10 万円を

超えても，1 回当たりの取引金額が 10 万円

以内であれば，取引時確認を行う必要はな

い。

⑵　マネー・ローンダリングに利用されるお

それが特に高いハイリスク取引の場合には，

改めてより厳格な確認をするとともに，そ

の取引が 200 万円を超える財産の移転を伴

う場合には，資産および収入の状況の確認

も必要となる。

⑶　口座名義人が国，地方公共団体，上場企

業等である場合には，取引担当者の本人特

定事項の確認のみを行えばよい。

	 正解率　71％

正解　⑴	

　解　説

⑴　10 万円以内の現金振込であっても，

1 回当たりの取引の金額を減少させる

ために取引を分割したものであること

が一見して明らかであるものは 1 つの

取引とみなし，その取引の額が 10 万円

を超える場合には取引時確認を行わな
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ければならない。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 P38 ～ 39 6-2 新規口座開設のポ

イント

⑵　ハイリスク取引の場合には，改めて

より厳格な確認をするとともに，その

取引が 200 万円を超える財産の移転を

伴う場合には，資産および収入の状況

の確認も必要となる。したがって，⑵

は正しい。テキスト P39 6-2 新規口座

開設のポイント

⑶　口座名義人が国，地方公共団体，上

場企業等である場合には，取引担当

者の本人特定事項の確認のみを行え

ばよい。したがって，⑶は正しい。テ

キスト P37 6-2 新規口座開設のポイ

ント

取 引 時 確 認

問　19　取引時確認について，犯罪収益移転

防止法の規定によれば，正しいものを 1つ選

びなさい。

⑴　本人確認書類のうち，各種健康保険証，

国民年金手帳，母子健康手帳は，原本また

はコピーの提示を受けることにより確認を

行う。

⑵　取引時確認を行わなくてもよい取引で

あっても，テロ資金供与またはマネー・ロー

ンダリングその他犯罪に関与している疑い

のある取引については，疑わしい取引の届

出対象となる。

⑶　FATCA とは，OECD（経済協力開発機構）

において，非居住者にかかる金融口座情報

を税務当局間で自動的に交換するための国

際基準のことである。

	 正解率　90％

正解　⑵	

　解　説

⑴　健康保険証等は，原本（コピーの提

示は不可）の提示を受けるとともに，

顧客の住居宛に取引関係文書の送付や

他の本人確認書類等の提示（送付）を

受けることにより確認する。したがっ

て，⑴は誤っている。テキスト P40 

6-2 新規口座開設のポイント

⑵　取引時確認を行わなくてもよい取

引であっても，テロ資金供与またはマ

ネー・ローンダリングその他犯罪に関

与している疑いのある取引については，

疑わしい取引の届出対象となる。した

がって，⑵は正しいので，本問の正解

である。テキスト P39 6-2 新規口座開

設のポイント

⑶　FATCA とは米国の税法のことで，

米国の税金を逃れるために海外の金融

機関の口座に資産などを隠すことを防

止するために制定された法律で，新規

口座開設時には，お客さまが米国納税

義務者に該当するかどうかを確認する

必要がある。したがって，⑶は誤って

いる。テキスト P42 6-2 新規口座開設

のポイント

出 金 処 理

問　20　出金処理について，誤っているもの

を 1つ選びなさい。

⑴　出金や解約時には，まず，これまでの取

引や預入れに対するお礼をしっかりという

ようにする。
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⑵　払戻伝票は，入金伝票と異なり届出印の

押印が必要なので，相当な注意をもって印

鑑照合を行う必要がある。

⑶　番号札は，法律的には単なる証拠証券に

すぎないので，金融機関が番号札の所持人

にお金を支払い，その人が本当の貯金者で

なかった場合には，金融機関は免責されな

い。

	 正解率　94％

正解　⑶	

　解　説

⑴　意識して応対をしないと，口座開設

や入金のときばかりお礼をいって，お

ろすときにはお礼がないということに

なりがちである。出金や解約時こそ，

これまでの取引や預入れに対するお礼

をしっかりというようにしたい。した

がって，⑴は正しい。テキスト P50 

2-2 出金処理のポイント

⑵　払戻伝票は届出印の押印が必要なの

で，相当な注意をもって印鑑照合を行

う必要がある。したがって，⑵は正し

い。テキスト P51 2-2 出金処理のポイ

ント

⑶　番号札は，法律的には免責証券の 

1 つとされており，金融機関が番号札

の所持人にお金を支払ったときには，

その人が本当の貯金者でなくても金融

機関は免責される。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 P51 2-2 出金処理のポイント

出 金 処 理

問　21　出金処理について，正しいものを	

1 つ選びなさい。

⑴　お客さまから払戻請求があった場合，お

客さまに合った商品やサービスを案内する

チャンスをつかむためにも，お客さまが答

えてくださらない場合もあきらめず，必ず

資金使途を聞き出すようにする必要があ

る。

⑵　窓口での 10 万円を超える出金取引につい

ては，必ず取引時確認を行うことが，法律

により義務づけられている。

⑶　ネット（僚店）取引や普通貯金のほぼ全

額の払戻し，定期貯金の中途解約，住所が

遠方，少額での貯金口座開設などは，事故

が多いので注意すべきである。

	 正解率　96％

正解　⑶	

　解　説

⑴　まとまった金額の支払いの際には，

資金使途を尋ねることで，万一の事故

の可能性がないか会話から察知でき

る。また，資金使途がわかれば，お客

さまに合った商品やサービスを案内す

るチャンスをつかむこともできる。ど

んな場合にも「必ず資金使途を尋ね

る」のでは，お客さまの気分を害しか

ねない。したがって，⑴は誤っている。

テキスト P51 2-2 出金処理のポイン

ト

⑵　取引時確認をすることが法律により

義務づけられているのは，200 万円を

超える出金取引である。したがって，

⑵は誤っている。テキスト P52 2-3 事

故の多い出金取引

⑶　ネット（僚店）取引や普通貯金のほ

ぼ全額の払戻し，定期貯金の中途解約，
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住所が遠方，少額での貯金口座開設な

どは，事故が多いので注意すべきであ

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 P52 ～ 53 

2-3 事故の多い出金取引

振 込

問　22　振込について，誤っているものを	

1 つ選びなさい。

⑴　同一金融機関・同一支店内の同一名義貯

金口座間で資金を移し換える取引を振替と

いい，手数料は一般に通常の振込と同額で

ある。

⑵　電信扱い（テレ扱い）の振込は，振込通

知の送達手段に全銀システム（全銀為替）

または系統決済データ通信システム（系統

為替）を利用する方式で，当日中に確実に

振込をしたい場合などに利用する。

⑶　文書扱い（普通扱い）の振込は，振込通

知をテレ為替によらず，文書（振込票）に

より郵送または金融機関間の文書交換制

度を利用して授受し，振込を行う方式であ

る。

	 正解率　91％

正解　⑴	

　解　説

⑴　振替手数料は無料という金融機関が

一般的である。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 P60 1-1 振込の仕組み

⑵　電信扱いの振込は，当日中に確実に

振込をしたい場合などに利用する。し

たがって，⑵は正しい。テキスト P61 

1-2 振込の種類

⑶　文書扱い（普通扱い）の振込は，文

書（振込票）により郵送または金融機

関間の文書交換制度を利用して授受し，

振込を行う方式である。したがって，

⑶は正しい。テキスト P62 1-2 振込の

種類

振 込 処 理 等

問　23　振込処理等について，正しいものを

1つ選びなさい。

⑴　貯金通帳と払戻請求書によって振込を受

け付けた場合には，振込金受取書への収入

印紙の貼付は不要である。

⑵　取消しは，振込処理を終えてから，「振込

金額や振込先を間違えたので，振込を取り

消してほしい」というお客さまの依頼を受

けたときにとる手続である。

⑶　仕向店の発信内容の誤り，またはお客さ

まからの依頼内容に誤りがあり，仕向店か

ら発信した電文の一部を訂正する場合には，

被仕向店に対して組戻しの手続をとる。

	 正解率　69％

正解　⑴	

　解　説

⑴　通帳と払戻請求書によって受け付け

た振込は，現金の受領にはあたらない

ので，振込金受取書への収入印紙の貼

付は不要である。したがって，⑴は正

しいので，本問の正解である。テキス

ト P63 1-3 振込処理のポイント

⑵　振込処理を終えてから，お客さまか

ら振込の取消しを依頼されたときは，

「組戻し」の手続をとる。したがって，

⑵は誤っている。テキスト P63 ～ 64 
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1-5 組戻し

⑶　仕向店の発信内容の誤り，またはお

客さまからの依頼内容に誤りがあり，

仕向店から発信した電文の一部を訂正

する場合には，被仕向店に対して「訂正」

の手続をとる。したがって，⑶は誤っ

ている。テキスト P64 1-7 訂正

国 庫 金 の 取 扱 い

問　24　国庫金の取扱いについて，誤ってい

るものを 1つ選びなさい。

⑴　国庫金の取扱いには，国庫金振込事務と

歳入事務があり，いずれも国税庁の指定を

受けて取り扱う。

⑵　国庫金の取扱いに際して，税務署分の納

付書はお客さま自身が記入したものなの

で，誤りや記入漏れがないか，ゴム印利用

の場合には複写分にも押してあるかなどを

チェックする必要がある。

⑶　国庫金の取扱いに際して，納付書が複数

ある場合には，それぞれの金額の合計と金

融機関の伝票の合計金額欄が一致している

か確認する。

	 正解率　73％

正解　⑴	

　解　説

⑴　国庫金の取扱いは，国税庁の指定を

受けて行っているわけではない。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 P64 ～ 65 2-1 

国庫金の取扱い

⑵　税務署分の納付書はお客さま自身が

記入したものなので，誤りや記入漏れ

がないか，ゴム印利用の場合には複写

分にも押してあるかなどをチェックす

る。したがって，⑵は正しい。テキス

ト P65 2-1 国庫金の取扱い

⑶　国庫金の取扱いに際して，納付書が

複数ある場合には，それぞれの金額の

合計と金融機関の伝票の合計金額欄が

一致しているか確認する必要がある。

したがって，⑶は正しい。テキスト

P65 2-1 国庫金の取扱い

代 金 取 立

問　25　代金取立について，正しいものを	

1 つ選びなさい。

⑴　代金取立とは，金融機関が取立依頼人の

依頼を受けて，手形や小切手などの証券類

（取立手形）を自店取引先の振出人の口座か

ら取り立て，その資金を取立依頼人の取引

金融機関の口座へ入金することである。

⑵　取立依頼の受付時には，取立依頼を受け

た手形や小切手の要件などをチェックし，

呈示期間内に取立可能か確認する。

⑶　お客さまが取引先の金融機関に手形や小

切手の取立を依頼した場合，支払請求を受

けた支払人となる金融機関から直接，代金

を受け取ることになる。

	 正解率　64％

正解　⑵	

　解　説

⑴　代金取立とは，金融機関が自店取引

先（取立依頼人）の依頼を受けて，手

形や小切手などの証券類（取立手形）

を取立依頼人に代わって取り立て，そ

の資金を取立依頼人の口座へ入金する

ことである。したがって，⑴は誤って
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いる。テキスト P66 3 代金取立

⑵　取立依頼の受付時には，取立依頼

を受けた手形や小切手の要件などを

チェックし，呈示期間内に取立可能か

確認する必要がある。したがって，⑵

は正しいので，本問の正解である。テ

キスト P67 3-2 代金取立受付時のポイ

ント

⑶　支払請求を受けた金融機関は，取立

依頼人が依頼をした金融機関の口座に

代金を入金し，お客さまは取立依頼を

した金融機関から代金を受け取る。し

たがって，⑶は誤っている。テキスト

P66 3-1 代金取立の仕組み

両 替

問　26　両替について，正しいものはいくつ

あるか。⑴～⑶の中から 1つ選びなさい。

ａ．両替を行う場合には，両替票の住所，氏名，

電話番号が記入されているか，伝票金額と

持参金額は合っているか，両替金と金種は

合っているかを確認する。

ｂ．貯金箱にためた硬貨などを持ち込む際に，

硬貨を数えずに持ち込むお客さまもいるの

で，お客さまの面前で硬貨の枚数を確認す

る等，金額相違や計算ミス等がないように

注意する。

ｃ．最近は，一定の条件に当てはまる両替の

場合，手数料を徴収する金融機関が多くなっ

ているので，自店の手数料を確認するとと

もに，お客さまにきちんと説明できるよう

にしておく必要がある。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　39％

正解　⑶	

　解　説

ａ．両替を行う場合には，両替票の住所，

氏名，電話番号が記入されているか，

伝票金額と持参金額は合っているか，

両替金と金種は合っているかを確認す

る必要がある。したがって，a は正しい。

テキスト P68 4 両替

ｂ．現金取扱いの原則は「現金その場

限り」であり，現金の受入れ時には，

原則として，お客さまの面前で枚数

を確認するなどして，金額相違や計

算ミス等がないように注意する必要

がある。したがって，b は正しい。テ

キスト P68 4 両替，P24 4-3 現金の

取扱い

ｃ．最近は，一定の条件に当てはまる両

替の場合，手数料を徴収する金融機関

が多くなっているので，自店の手数料

を確認するとともに，お客さまにきち

んと説明をできるようにしておく必要

がある。したがって，c は正しい。テ

キスト P68 4 両替

　　以上により，a ～ c のいずれも正し

いので，⑶が本問の正解である。

貸 金 庫

問　27　貸金庫について，誤っているものを

1つ選びなさい。

⑴　金融機関がお客さまに金庫室のキャビ

ネットを有償で貸与し，お客さまは貯金通

帳や貴金属などの貴重品をそこに保管する。

⑵　貸金庫は，信用のあるお客さまに利用し
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てもらうものなので，お客さまから貸金庫

の利用申込みがあったら，取引があるかど

うかを確認する必要がある。

⑶　お客さまが貸金庫を利用する際には，所

定の貸金庫開扉票を提出していただき，取

引時確認をしてから開扉するという方法に

よらなければならない。

	 正解率　43％

正解　⑶	

　解　説

⑴　貸金庫業務は，金融機関がお客さま

に金庫室のキャビネットを有償で貸与

し，お客さまは貯金通帳や貴金属など

の貴重品を保管する付随業務である。

したがって，⑴は正しい。テキスト

P68 5 貸金庫

⑵　貸金庫は，信用のあるお客さまに利

用してもらうものなので，お客さまか

ら貸金庫の利用申込みがあったら，取

引があるかどうかを確認する必要があ

る。したがって，⑵は正しい。テキス

ト P68 ～ 69 5 貸金庫

⑶　貸金庫取引の開始時に取引時確認

を行うので，利用の都度確認をするこ

とはない。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

P69 5 貸金庫

ライフイベントと資金ニーズ

問　28　ライフイベントと主な資金ニーズの

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　家族形成期 ―― 出産資金， 

養育資金， 

住宅取得資金

⑵　家族成熟期 ―― 入園・入学資金， 

レジャー資金， 

住宅取得資金

⑶　老　齢　期 ―― 老後の生活資金， 

病気・介護生活などに 

そなえる資金， 

住宅取得資金

	 正解率　72％

正解　⑴	

　解　説

⑴　家族形成期には，出産・養育資金，

入園・入学資金，住宅取得資金が主な

資金ニーズとなる。したがって，⑴は

適当であるので，本問の正解である。

テキスト P72 1 ライフイベントと資金

ニーズ

⑵　家族成熟期には，第二子教育資金や

子どもの結婚資金が主な資金ニーズと

なる。したがって，⑵は不適当である。

テキスト P72 1 ライフイベントと資金

ニーズ

⑶　老齢期には，老後の生活資金や病気・

介護生活などにそなえる資金が主な資

金ニーズとなる。したがって，⑶は不

適当である。テキスト P72 1 ライフイ

ベントと資金ニーズ

貯 金 の 利 息 計 算 等

問　29　貯金の利息計算等について，正しい

ものを 1つ選びなさい。

⑴　貯金の利息計算は，1 年を 365 日とする

日割計算で行い，日数は預入日と解約日を

含める両端入れで計算する。
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⑵　貯金の利息に対する税金は，原則として，

その支払いの際に税額が源泉徴収され，確

定申告により，他の所得と合算して税額を

計算する総合課税となっている。

⑶　貯金の利息計算にあたって，計算結果は，

円未満（小数点以下）を切り捨てる。

	 正解率　84％

正解　⑶	

　解　説

⑴　日数計算は預入日だけを数える「片

端入れ」である。したがって，⑴は誤っ

ている。テキスト P73 2-1 貯金の利息

計算

⑵　貯金の利息に対する税金は，原則と

して，その支払いの際に税額が源泉徴

収され，それだけで納税が完結する源

泉分離課税となっている。したがって，

⑵は誤っている。テキスト P74 2-2 貯

金の利息にかかる税金とマル優・特別

マル優

⑶　貯金の利息計算にあたって，計算結

果は，円未満（小数点以下）を切り捨

てる。したがって，⑶は正しいので，

本問の正解である。テキスト P73 2-1 

貯金の利息計算

マ ル 優

問　30　マル優について，誤っているものを

1つ選びなさい。

⑴　マル優は，障害者手帳の交付や障害者年

金を受けている人が利用できるが，遺族基

礎年金を受けている妻は非課税の対象外と

されている。

⑵　マル優を利用するにあたっては，年金証

書や身体障害者手帳など一定の確認書類を

提示する必要がある。

⑶　マル優を利用すれば，預貯金の元本 350

万円までの利子が非課税になる。

	 正解率　81％

正解　⑴	

　解　説

⑴　マル優（障害者等の少額預金の利子

所得等の非課税制度）の非課税の対象

となるのは，次のような人である。

　　◦ 障害者手帳の交付を受けている人

　　◦ 遺族基礎年金を受けている妻

　　◦ 寡婦年金を受けている人

　　◦ 障害者年金を受けている人

　　◦ 母子年金を受けている人

　　したがって，「遺族基礎年金を受け

ている妻」は非課税の対象となり，⑴

は誤っているので，本問の正解である。

テキスト P75 2-2 貯金の利息にかかる

税金とマル優・特別マル優

⑵　マル優を利用するにあたっては，年

金証書や身体障害者手帳などを提示す

る必要がある。したがって，⑵は正しい。

テキスト P75 2-2 貯金の利息にかかる

税金とマル優・特別マル優

⑶　マル優を利用すれば，預貯金の元本

350 万円までの利子が非課税になる。

したがって，⑶は正しい。テキスト

P75 2-2 貯金の利息にかかる税金とマ

ル優・特別マル優

経営内容等の開示とセーフティーネット

問　31　経営内容等の開示とセーフティー

ネットについて，誤っているものを 1つ選び
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なさい。

⑴　JA・JF は，業務や財産の状況等を記載

したディスクロージャー誌を作成して支店

などにそなえ置くことが，農業協同組合法・

水産業協同組合法で義務づけられている。

⑵　JA バンク・JF マリンバンクでは，独自

の破綻未然防止システムと自己資本比率規

制によりセーフティーネットを構築してい

る。

⑶　貯金保険制度は，JA・JF が貯金等の払

出しができなくなった場合などに，貯金者

等を保護し，また，資金決済の確保を図る

ことによって，信用秩序の維持に資するこ

とを目的としている。

	 正解率　44％

正解　⑵	

　解　説

⑴　農業協同組合法・水産業協同組合法

では，JA・JF は業務や財産の状況に

関する事項を記載した説明書類（ディ

スクロージャー誌）を作成して支店な

どにそなえ置き，誰もが目にすること

ができるようにしなければならないと

定めている。したがって，⑴は正しい。

テキスト P76 3-1 ディスクロージャー

誌

⑵　JA バンク・JF マリンバンクでは，

独自の「破綻未然防止システム」と「貯

金保険制度」によりセーフティーネッ

トを構築している。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 P76 3-2 セーフティーネット

⑶　貯金保険制度（農水産業協同組合貯

金保険制度）は，JA・JF が貯金等の

払出しができなくなった場合などに，

貯金者等を保護し，また，資金決済の

確保を図ることによって，信用秩序の

維持に資することを目的とする制度で

ある。したがって，⑶は正しい。テキス

ト P76 ～ 77 3-2 セーフティーネット

貯 金 保 険 制 度

問　32　貯金保険制度について，正しいもの

を 1つ選びなさい。

⑴　普通貯金（有利息），定期貯金，定期積金

などは，元本とその利息等を含めて 1,000

万円までが貯金保険で保護される。

⑵　当座貯金が 1,500 万円ある場合，1,500 万

円全額が保護される。

⑶　定期積金は，貯金保険制度の保護の対象

外である。

	 正解率　63％

正解　⑵	

　解　説

⑴　普通貯金（有利息），定期貯金，定期

積金などは，「元本 1,000 万円までとそ

の利息等」が保護される。したがって，

⑴は誤っている。テキストP77 3-2 セー

フティーネット

⑵　当座貯金や利息のつかない普通貯金

などの決済用貯金は全額保護される。

したがって，⑵は正しいので，本問の

正解である。テキスト P77 3-2 セーフ

ティーネット

⑶　定期積金は，貯金保険制度の保護の

対象となる。したがって，⑶は誤って

いる。テキスト P77 3-2 セーフティー

ネット
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金 融 商 品 の リ ス ク

問　33　金融商品のリスクについて，誤って

いるものを 1つ選びなさい。

⑴　必要なときに換金・売却できない可能性

を流動性リスクという。

⑵　その国の社会や経済の不安定化により，

金融商品の価格が変動する可能性をカント

リーリスクという。

⑶　インフレ（物価上昇）によりお金の価値

が上昇し，金融商品の価値が下がる可能性

をインフレリスクという。

	 正解率　28％

正解　⑶	

　解　説

⑴　必要なときに換金・売却できない可

能性を流動性リスクという。したがっ

て，⑴は正しい。テキスト P80 1-1 リ

スクとリターン

⑵　その国の社会や経済の不安定化によ

り，金融商品の価格が変動する可能性

をカントリーリスクという。したがっ

て，⑵は正しい。テキスト P80 1-1 リ

スクとリターン

⑶　インフレ（物価上昇）によりお金の

価値が「下落」し，金融商品の価値が

下がる可能性をインフレリスクという。

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 P80 1-1 リ

スクとリターン

金利の変動と貯金商品の選択

問　34　金利の変動と貯金商品の選択につい

て，適当なものはいくつあるか。⑴～⑶の中

から 1つ選びなさい。

ａ．金利の上昇期　　→　変動金利商品

ｂ．金利のピーク期　→　変動金利商品

ｃ．金利のボトム期　→　固定金利商品

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　57％

正解　⑴	

　解　説

　　金利のピーク期には，高い金利を長

期に固定できるように長期の固定金利

商品を選ぶ。逆に，金利のボトム期に

は，低い金利で固定してしまわないよ

うに変動金利商品や短期商品，必要に

応じて商品を換えられるものを選ぶな

ど，金利ピーク期，金利ボトム期，金

利上昇期，下降期など，時期により金

融商品の選択は異なる。

　　以上により，適当なものは a の 1 つ

だけなので，⑴が本問の正解である。

テキスト P81 1-2 貯金商品の選び方

さ ま ざ ま な 定 期 貯 金

問　35　定期貯金について，正しいものを	

1 つ選びなさい。

⑴　スーパー定期貯金は，1 カ月から 10 年ま

での預入期間があり，個人のお客さまで預

入期間 3 年以上の場合には，半年複利で利

息を計算する。

⑵　大口定期貯金は，300 万円以上の大口の

お金を運用する定期貯金である。

⑶　期日指定定期貯金は，個人のお客さまだ

けに限定されている商品で，預入期間は最
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長 3 年であるが，1 年の据置期間を経過す

れば，解約の 1 週間以上前に期日を指定し

て解約することができる。

	 正解率　64％

正解　⑴	

　解　説

⑴　スーパー定期貯金は，個人のお客さ

まで預入期間 3 年以上の場合に半年複

利で利息を計算する。したがって，⑴

は正しいので，本問の正解である。テ

キスト P81 2 さまざまな定期貯金

⑵　大口定期貯金は，1,000 万円以上の

大口のお金を運用する定期貯金である。

したがって，⑵は誤っている。テキス

ト P82 2 さまざまな定期貯金

⑶　期日指定定期貯金は，個人のお客さ

まだけに限定されている商品で，1 年

の据置期間を経過すれば，自由に満期

日の指定ができる定期貯金である。ま

た，解約の 1 カ月以上前に期日を指定

して解約することができる。したがっ

て，⑶は誤っている。テキスト P82 2 

さまざまな定期貯金

債 券

問　36　債券について，誤っているものを	

1 つ選びなさい。

⑴　債券は，株式とは異なり，あらかじめ利

率や満期日などが決められて発行される。

⑵　割引債券は，利子に相当する金額が額面

から割り引かれて発行され，償還日に額面

金額に利子相当額を加えて受け取る債券で

ある。

⑶　個人向け国債には，満期まで金利が変わ

らない固定金利タイプのものと，半年ごと

に金利を見直す変動金利タイプがある。

	 正解率　60％

正解　⑵	

　解　説

⑴　債券は，国，地方公共団体，企業，

または外国の政府や企業などが一時的

に，広く一般の投資家からまとまった

資金を調達することを目的として発行

する有価証券で，株式とは異なり，あ

らかじめ利率や満期日などが決められ

て発行される。したがって，⑴は正しい。

テキスト P83 4-1 債券とは

⑵　割引債券は，利子に相当する金額が

額面から割り引かれて発行され，償還

日に額面金額を受け取る債券である。

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 P84 4-2 債

券の種類

⑶　個人向け国債には，固定金利タイプ

のものと変動金利タイプがあり，どち

らも 1 万円以上，1 万円単位で購入で

きる。したがって，⑶は正しい。テキ

スト P84 4-3 国債

投 資 信 託

問　37　投資信託について，正しいものを	

1 つ選びなさい。

⑴　投資信託は，金融機関が販売して集めた

資金を，運用会社である投資信託委託会社

の運用指図に従って，証券会社が売買する。

⑵　MMF（マネー・マネージメント・ファンド）

は，株式や投資信託等の購入，カード利用

代金の引落し，給与振込等に利用される証
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券総合口座用の投資信託である。

⑶　投資信託は，お客さまに証券そのものを

渡すわけではなく，定期的に取引残高報告

書が届くことで取引の明細や預り残高を確

認できるようになっている。

	 正解率　52％

正解　⑶	

　解　説

⑴　投資信託は，金融機関が販売して集

めた資金を，運用会社である投資信託

委託会社の運用指図に従って，信託銀

行が売買する。したがって，⑴は誤っ

ている。テキスト P87 ～ 88 5-1 投資

信託の仕組み

⑵　MMF（マネー・マネージメント・ファ

ンド）は，日々決算を行う公社債投資

信託である。給与振込等に利用される

証券総合口座用の投資信託は MRF（マ

ネー・リザーブ・ファンド）。したがって，

⑵は誤っている。テキスト P90 5-3 い

ろいろな種類の投資信託

⑶　投資信託は，証券そのものをお客さ

まに渡すわけではない。取引時の報告

書を受け取ったり，定期的にお知らせ

（取引残高報告書）を受け取ることで運

用状況等を確認できるようになってい

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 P91 ～ 92 

5-4 口座開設から購入～代金受け取り

までの流れ

JA バンク・JF マリンバンク
におけるコンプライアンス

問　38　JA バンク・JF マリンバンクにおけ

るコンプライアンスについて，次の文章の（　）

内に当てはまる語句の組み合わせとして，もっ

とも適当なものを 1つ選びなさい。

　　JA バンク・JF マリンバンクでは，金

融 機 関 と し て の 社 会 的 責 任 の 重 み と 

（　a　）を常に認識し，公正かつ健全な業

務運営を通じてこれらを果たしていくこと

で，利用者や地域社会から（　b　）を確

保するため，コンプライアンス態勢の確立

を（　c　）として取り組んでいる。さらに，

業務遂行に際して堅持すべき考え方や行動

指針を明文化した「コンプライアンスにか

かる（　d　）」や，遵守すべき法令等の内

容および事故の発生時の対応手続を規定し

た「コンプライアンス・（　e　）」などを制

定している。

⑴　a　金融仲介機能

　　b　持続可能性

　　c　地域経済の発展

　　d　行動憲章

　　e　マニュアル

⑵　a　公共的使命

　　b　揺るぎない信頼

　　c　経営上の最重要課題

　　d　基本方針

　　e　マニュアル

⑶　a　健全かつ適切な業務運営

　　b　充実したコミュニケーション

　　c　社会貢献活動

　　d　マニュアル

　　e　プログラム

	 正解率　94％

正解　⑵	

　解　説

　　JA バンク・JF マリンバンクでは，
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金融機関としての社会的責任の重みと

（a　公共的使命）を常に認識し，公正

かつ健全な業務運営を通じてこれらを

果たしていくことで，利用者や地域社

会から（b　揺るぎない信頼）を確保す

るため，コンプライアンス態勢の確立

を（c　経営上の最重要課題）として取

り組んでいる。さらに，業務遂行に際

して堅持すべき考え方や行動指針を明

文化した「コンプライアンスにかかる 

（d　基本方針）」や，遵守すべき法令

等の内容および事故の発生時の対応

手続を規定した「コンプライアンス・ 

（e　マニュアル）」などを制定している。

　　以上により，⑵がもっとも適当であ

るので，本問の正解である。テキスト

P96 1 JA バンク・JF マリンバンクに

おけるコンプライアンス

消 費 者 契 約 法

問　39　消費者契約法について，誤っている

ものを 1つ選びなさい。

⑴　消費者契約法は，消費者と事業者との間

にある情報格差や交渉力の格差に配慮して，

事業者に不当な勧誘があった場合に，消費

者に損害賠償請求を認めることによって，

消費者の正当な利益を保護するための法律

である。

⑵　事業者が契約に際して，将来の不確実な

事項について確実であると告げて勧誘し，

消費者が誤認等をした場合には契約を取り

消すことができる。

⑶　事業者が消費者の自宅や職場から退去を

要求されても立ち去らなかったときは，契

約を取り消すことができる。

	 正解率　37％

正解　⑴	

　解　説

⑴　消費者契約法は，消費者と事業者と

の間にある情報格差や交渉力の格差に

配慮して，事業者に不当な勧誘があっ

た場合に，消費者に契約の取消しを認

めたり，不当な契約条項が含まれてい

たとしても，その契約条項を無効とす

ることによって，消費者の正当な利益

を保護するための法律である。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 P97 ～ 98 2-1 消費

者契約法

⑵　事業者が，将来の不確実な事項につ

いて確実であると告げて勧誘し，消費

者が誤認等をした場合には，「断定的判

断の提供」として契約を取り消すこと

ができる不当な勧誘とみなされる。し

たがって，⑵は正しい。テキスト P98 

2-1 消費者契約法

⑶　不退去や退去妨害は，契約を取り消

すことができる不当な勧誘とみなされ

る。したがって，⑶は正しい。テキス

ト P98 2-1 消費者契約法

金 融 商 品 販 売 法

問　40　金融商品販売法について，正しいも

のを 1つ選びなさい。

⑴　内国為替取引や外国為替取引，融資取引

にあたっては，金融商品販売法の規制を遵

守する必要がある。

⑵　説明すべき重要事項とは，元本欠損が生

ずるおそれがあることや，リスク，取引の
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仕組みの重要な部分などで，お客さまの投

資経験等にあわせて行うことが求められて

いる。

⑶　重要事項の説明違反や断定的判断の提供

があった場合には，お客さまは金融機関に

対して損害賠償を請求するとともに，契約

を取り消すことができる。

	 正解率　51％

正解　⑵	

　解　説

⑴　内国為替取引や外国為替取引（内

為取引は送金が依頼どおりに行われ

る限り，元本欠損を生ずるおそれが

ない，外為取引でも両替それ自体に

は元本欠損の生ずるおそれがないた

め），融資取引は金融商品販売法の対

象外である。したがって，⑴は誤っ

ている。テキスト P98 ～ 99 2-2 金融

商品販売法

⑵　重要事項とは，元本欠損が生ずる

おそれがあることや，リスク，取引

の仕組みの重要な部分などのことで，

お客さまの投資経験等に合わせて説

明することが求められている。した

がって，⑵は正しいので，本問の正

解である。テキスト P99 2-2 金融商

品販売法

⑶　重要事項の説明違反や断定的判断を

提供したことによって，お客さまが損

害をこうむった場合には，金融機関に

対する損害賠償請求を認めているが，

契約の取消しは定めていない。したがっ

て，⑶は誤っている。テキスト P99 ～

100 2-2 金融商品販売法

金 融 商 品 取 引 法

問　41　金融商品取引法について，誤ってい

るものを 1つ選びなさい。

⑴　金融商品取引法の規制対象となる金融商

品は，国債や地方債，投資信託などで，預

貯金や保険などは金融商品取引法の直接の

規制対象ではない。

⑵　将来の不確実な事項について，断定的判

断を提供して勧誘することなどは禁止され

ている。

⑶　お客さまの知識，経験，財産の状況，投

資目的に照らして，不適合な商品を販売す

る行為は禁止されているが，勧誘について

は禁じられていない。

	 正解率　77％

正解　⑶	

　解　説

⑴　預貯金は銀行法や農業協同組合法な

どで，保険は保険業法や保険法などで

規制されているので，金融商品取引法

の直接の規制対象ではない。したがっ

て，⑴は正しい。テキスト P99 2-3 金

融商品取引法

⑵　将来の不確実な事項について，断定

的判断を提供して勧誘することなどは

禁止されている。したがって，⑵は正

しい。テキスト P100 2-3 金融商品取

引法

⑶　お客さまに合わない商品やサービス

は，売っても，勧誘してもいけない。

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 P100 2-3 

金融商品取引法
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預貯金の不正払戻しへの対応

問　42　預貯金の不正払戻しへの対応につい

て，正しいものを 1つ選びなさい。

⑴　偽造・盗難キャッシュカードを使った預

貯金の不正払戻しによる被害を受けた預貯

金者に過失がなければ，金融機関が原則と

して被害を全額補償するが，過失がないこ

との立証責任は被害者にあるとされている。

⑵　偽造・盗難キャッシュカードを使った 

ATM での預貯金の払戻しの被害にあった預

貯金者は，警察と金融機関への被害届出が

必要で，原則として，届出から 1 年前まで

の被害が補償対象となる。

⑶　窓口での盗難通帳や，インターネットバ

ンキングによる不正な預貯金の払戻しの

被害については，個人のお客さまの場合，

JA・JF でも，全国銀行協会の自主ルール

に基づき，原則として補償している。

	 正解率　55％

正解　⑶	

　解　説

⑴　預貯金の不正払戻しによる被害を受

けた預貯金者に過失がなければ，金融

機関が原則として被害を全額補償し，

被害者の過失の立証責任も金融機関側

にあるとされている。したがって，⑴

は誤っている。テキスト P102 3-1 預

貯金者保護法

⑵　偽造・盗難キャッシュカードを使っ

た ATM での預貯金の払戻しの被害に

あった預貯金者は，警察と金融機関へ

の被害届出が必要で，原則として，届

出から 30 日前までの ATM での引出し

（借入れ）被害が補償対象となる。し

たがって，⑵は誤っている。テキスト

P102 3-1 預貯金者保護法

⑶　窓口での盗難通帳等による預貯金の

払戻しやインターネットバンキングに

よる不正な預貯金の払戻しの被害につ

いては，個人のお客さまの場合は原則

として金融機関が補償するという全国

銀行協会の自主ルールに基づく対応を

している。したがって，⑶は正しいので，

本問の正解である。テキスト P103 3-1 

預貯金者保護法

振り込め詐欺被害者救済法

問　43　振り込め詐欺被害者救済法について，

誤っているものを 1つ選びなさい。

⑴　振り込め詐欺の被害者は，被害資金の滞

留している口座のある金融機関（振込先の

金融機関）に対して被害回復分配金の支払

いを請求することができる。

⑵　被害資金の一部がすでに引き出されてい

る場合でも，振り込め詐欺の被害者に過失

がなければ，振込先の金融機関は被害の全

額を補償する。

⑶　同じ口座に資金を振り込んだ複数の被害

者から，被害回復分配金の支払申請がある

場合には，被害額に比例して按分したうえ

で返還することとなる。

	 正解率　73％

正解　⑵	

　解　説

⑴　振り込め詐欺の被害者は，振込先の

金融機関に対して被害回復分配金の支

払いを請求することができる。したがっ

て，⑴は正しい。テキスト P103 3-2 
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振り込め詐欺被害者救済法

⑵　被害資金の一部がすでに引き出され

ている場合には，口座に残っている残

高が返還できる金額の上限になる。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 P103 3-2 振

り込め詐欺被害者救済法

⑶　同じ口座に資金を振り込んだ被害者

から他にも被害回復分配金の支払申請

がある場合には，口座の残高を被害額

に比例して按分したうえで返還するこ

ととなる。したがって，⑶は正しい。

テキスト P103 3-2 振り込め詐欺被害

者救済法

当 座 勘 定 取 引 契 約

問　44　当座勘定取引契約について，正しい

ものを 1つ選びなさい。

⑴　当座勘定取引契約は，当座貯金契約と金

銭消費貸借契約から構成されている。

⑵　当座貯金は，当座勘定取引契約を締結し

たお客さまが振り出した小切手や約束手形

の支払資金にあてられる無利息の貯金であ

る。

⑶　お客さまが振り出した手形・小切手の支

払いは，金融機関がお客さまにその都度連

絡をして当座貯金から行う。

	 正解率　80％

正解　⑵	

　解　説

⑴　当座勘定取引契約は，当座貯金契約

（金銭消費寄託契約）と，手形・小切

手の支払委託契約から構成されている。

したがって，⑴は誤っている。テキス

ト P106 1-2 契約の締結

⑵　当座貯金は，お客さまが振り出した

小切手や約束手形の支払資金にあてら

れる無利息の貯金である。したがって，

⑵は正しいので，本問の正解である。

テキスト P106 ～ 107 1-2 契約の締結

⑶　金融機関は，お客さまにその都度断

ることなく当座貯金から行う。したがっ

て，⑶は誤っている。テキスト P107 

1-2 契約の締結

手 形 ・ 小 切 手

問　45　手形および小切手について，誤って

いるものを 1つ選びなさい。

⑴　手形を受け取った人は，満期を待たない

で手形を金融機関に買い取ってもらい，現

金を入手することもできる。

⑵　約束手形が支払いを約束するものである

のに対して，為替手形は第三者の取引金融

機関に支払いを依頼するものである。

⑶　小切手は，手形と違って支払期日がなく，

支払場所となる金融機関は，小切手の持参

人から支払呈示を受けたら，振出人の当座

貯金から支払いをする。

	 正解率　43％

正解　⑵	

　解　説

⑴　手形を受け取った人は，支払期日（満

期）を待たないで手形を金融機関に買

い取ってもらい（手形割引）現金を入

手することもできる。したがって，⑴

は正しい。テキスト P108 2-1 手形

⑵　約束手形が支払いを約束するもので

あるのに対して，為替手形は第三者（支
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払人）に支払いを委託するものである。

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 P110 2-1 

手形

⑶　小切手は，手形と違って支払期日が

なく，支払場所となる金融機関は，小

切手の持参人から支払呈示を受けた

ら，振出人の当座貯金から支払いをす

る。したがって，⑶は正しい。テキス

ト P111 2-2 小切手

手形・小切手用紙と必要的記載事項

問　46　手形・小切手用紙と必要的記載事項

について，正しいものを 1つ選びなさい。

⑴　金融機関は，お客さまから手形用紙，小

切手用紙の請求があった場合には，必要と

認められる冊数を実費で交付する。

⑵　統一手形用紙や統一小切手用紙以外の用

紙を使った手形や小切手でも，法律で定め

られた記載事項が網羅されていれば支払う

ことができる。

⑶　約束手形の手形金額を誤記した場合は，

誤記した金額を二重線で消したうえで訂正

印を押し，正しい金額を記載する。

	 正解率　35％

正解　⑴	

　解　説

⑴　お客さまの要求どおりにいくらでも

用紙を渡すと，用意できる資金以上に

手形や小切手を乱発されるおそれがあ

るので，必要な冊数だけ渡す。したがっ

て，⑴は正しいので，本問の正解である。

テキスト P111 ～ 112 3-1 手形・小切

手用紙の交付

⑵　金融機関の申し合わせで統一手形・

小切手用紙を使用しない手形・小切手

については，支払いをしないこととさ

れている。したがって，⑵は誤っている。

テキスト P112 ～ 114 3-3 必要的記載

事項

⑶　手形金額（支払う一定の金額）を誤

記した場合は，新しい用紙を使用する。

したがって，⑶は誤っている。テキス

ト P113 3-3 必要的記載事項

諸 届 事 務

問　47　諸届事務について，誤っているもの

を 1つ選びなさい。

⑴　引っ越しで住所変更する場合，結婚で名

義変更する場合，会社の代表者変更をする

場合などには，変更届を届け出てもらう。

⑵　結婚で苗字が変わって名義を変更したと

きには，通常，取引に使う印章も変わるので，

名義変更届と一緒に改印届を届け出てもら

う。

⑶　住所変更，名義変更を受け付ける場合に

は，まずコンピュータ上のお客さまの属性

を変更し，印鑑票等に氏名変更や住所変更

を記録してから，本人確認書類や届出の印

章と通帳等によってご本人であることを確

認する。

	 正解率　93％

正解　⑶	

　解　説

⑴　引っ越しで住所変更する場合，結婚

で名義変更する場合，会社の代表者変

更をする場合などには，変更届を届け

出てもらう。したがって，⑴は正しい。
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テキスト P128 1-1 諸届の種類

⑵　結婚で苗字が変わって名義を変更し

たときには，通常，取引に使う印章も

変わるので，名義変更届と一緒に改印

届を届け出てもらう。したがって，⑵

は正しい。テキスト P128 1-1 諸届の

種類

⑶　住所変更，名義変更を受け付ける場

合には，本人確認書類や届出の印章と

通帳等によってご本人であることを確

認してから，コンピュータ上のお客さ

まの属性を変更し，印鑑票等に変更の

記録を行う。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 P129 1-2 一般諸届受付のポイント

相 続 人

問　48　民法の定める相続人の範囲について，

正しいものを 1つ選びなさい。

⑴　被相続人に配偶者がいれば，配偶者は必

ず相続人になる。

⑵　相続人とその順位については，子ども・

兄弟姉妹・直系尊属の順に当てはまる者が

相続人になる。

⑶　兄弟姉妹が相続人で，すでに亡くなって

いる場合，甥（おい）や姪（めい）がいても，

甥や姪は兄弟姉妹の相続権を引き継ぐこと

はできない。

	 正解率　75％

正解　⑴	

　解　説

⑴　被相続人に配偶者がいれば，配偶者

は必ず相続人になる。したがって，⑴

は正しいので，本問の正解である。テ

キスト P135 2-1 相続人とは

⑵　子ども（第一順位）・直系尊属（第二

順位）・兄弟姉妹（第三順位）の順に当

てはまる者が相続人になる。したがっ

て，⑵は誤っている。テキスト P135

～ 136 2-1 相続人とは

⑶　兄弟姉妹が相続人で，すでに亡くなっ

ていて，甥（おい）や姪（めい）がいれば，

甥や姪が兄弟姉妹の相続権を引き継ぎ

代襲相続する。したがって，⑶は誤っ

ている。テキスト P136 2-1 相続人と

は

相 続

問　49　相続について，民法の規定によれば，

誤っているものを 1つ選びなさい。

⑴　相続を放棄した者は，初めから相続人で

なかったものとされる。

⑵　配偶者と直系尊属が相続人である場合，

法定相続分は配偶者 3 分の 2，直系尊属（2

人以上のときは全員で）3 分の 1 である。

⑶　内縁関係の者は，法律上当然に相続人と

なる。

	 正解率　67％

正解　⑶	

　解　説

⑴　相続を放棄した者は，初めから相続

人でなかったものとされる。したがっ

て，⑴は正しい。テキスト P136 2-1 

相続人とは

⑵　配偶者と直系尊属（父母や祖父母）

が相続人である場合，法定相続分は配

偶者 3 分の 2，直系尊属（2 人以上のと

きは全員で）3 分の 1 である。したがっ
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て，⑵は正しい。テキスト P136 2-2 

法定相続分

⑶　内縁関係や事実婚の相手は，法定相

続人には含まれない。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 P136 2-1 相続人とは

相 続 手 続

問　50　相続手続について，正しいものを	

1 つ選びなさい。

⑴　相続手続は，相続人が誰であるかを確認

するための戸籍謄本と被相続人の届出印に

よる相続書類の提出を受けて行う。

⑵　相続人は，遺産分割前の相続預金払戻し

制度により，金融機関ごとに 150 万円を限

度として，（相続開始時の預貯金残高） × 

（3 分の 1） ×（払戻しを行う相続人の法定

相続分）という計算により，単独で預貯金

の払戻しができる。

⑶　被相続人の貯金の残高証明書の発行は，

同居の親族であれば，どなたからの申し出

であっても受け付けてよいことになってい

る。

	 正解率　55％

正解　⑵	

　解　説

⑴　相続手続は，相続人が誰であるかを

確認するための戸籍謄本，相続人の実

印による相続書類と実印の確認をする

ための印鑑登録証明書の提出を受けて

行う。したがって，⑴は誤っている。

テキスト P 136 2-3 相続手続

⑵　遺産分割が終了する前であっても，

各相続人が当面の生活費や葬儀費用の

支払いなどのためにお金が必要になっ

た場合に，相続預金の払戻しが受けら

れるよう，2018 年 7 月の民法等の改正

により，相続預金の払戻し制度が設け

られた。したがって，⑵は正しいので，

本問の正解である。テキスト P137 2-3 

相続手続

⑶　被相続人の貯金の残高証明書の発行

依頼の受付にあたっては，相続財産の

権利者である相続人だということを確

認してから申し出に応じる。したがっ

て，⑶は誤っている。テキスト P137 

2-3 相続手続
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