
44

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。
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（ 1） 農林中金アカデミー

信用事業法務

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］　貯金契約の法的性質等について，正しいものは次のうちどれですか。
（１）　貯金契約は，債権者が特定されていない契約である。
（２）　貯金契約は，金融機関と貯金者の合意のみにより契約が成立する諾成契約が

認められる。
（３）　貯金契約は，金融機関が貯金者から金銭等を預かり，運用した後に同額の金

銭を返還する賃貸借契約の性質を有する。
（４）　貯金契約は，貯金通帳・証書等の書面によらなければ効力が生じない要式契

約である。
（５）　当座勘定契約は，取引先が呈示された手形・小切手の決済等を，受任者であ

る金融機関に請け負わせる請負契約の性質を有する。

［問２］　普通貯金規定にもとづく強制解約について，誤っているものは次のうちど
れですか。

（１）　普通貯金が法令や公序良俗に反する行為に利用され，またはそのおそれがあ
ると認められるときは，金融機関は当該普通貯金口座を解約できる。

（２）　普通貯金口座が名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになったと
きは，金融機関は当該普通貯金口座を解約できる。

（３）　普通貯金口座の名義人が存在しないことが明らかになったときは，金融機関
は当該普通貯金口座を解約できる。

（４）　貯金者が破産手続開始の決定を受けたときは，金融機関は当該普通貯金口座
を解約できる。

（５）　貯金者が普通貯金契約上の地位や通帳を第三者に譲渡したときは，金融機関
は当該普通貯金口座を解約できる。



（ 2）農林中金アカデミー

［問３］　当座貯金への入金が支払資金となる時期について，正しいものは次のうち
どれですか。

（１）　他店券を受け入れた場合は，不渡返還時限の経過後，その決済が確認された
時に支払資金となる。

（２）　店頭での現金の入金の場合は，当日の勘定を締めた時に支払資金となる。
（３）　店頭で自店券を受け入れた場合は，窓口係員が受領した時に支払資金となる。
（４）　金融機関の夜間金庫に金銭が投入された場合は，金銭が投入された時に支払

資金となる。
（５）　振込の場合は，仕向金融機関と被仕向金融機関との間で振込に係る資金が決

済され，その旨を取引先に通知した時に支払資金となる。

［問４］　犯罪による収益の移転防止に関する法律（犯罪収益移転防止法）にもとづく
貯金取引における取引時確認について，誤っているものは次のうちどれです
か。

（１）　200万円を超える財産の移転を伴う金融機関取引については，金融機関は，
すべての顧客について取引の都度，顧客の資産および収入の状況を確認しなけ
ればならない。

（２）　同一の受取人に対する現金による複数回の連続する振込について，１回あた
りの取引金額を一定の金額以下に減少させるために取引を分割したことが一見
して明らかであるときは，これらの取引は１つの取引とみなされて取引時確認
の対象となる。

（３）　金融機関取引では，同種の取引の態様と著しく異なる態様で行われる取引に
ついても，取引時確認が必要とされている。

（４）　取引の相手方が，関連する他の取引の際に行われた確認（関連取引時確認）に
つき，本人特定事項を偽っていた疑いがある場合は，金融機関は，関連取引時
確認を行った際に採った方法とは異なる方法で本人特定事項の確認を行わなけ
ればならない。

（５）　株式会社である顧客について取引時確認を行う場合に，その株式会社の１─４
超の議決権を直接または間接に保有している自然人がいるとき（他に１─２超の議
決権を保有する自然人がいるとき等を除く）は，実質的支配者として，その者
の本人特定事項の確認も行わなければならない。
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［問５］　疑わしい取引の届出について，正しいものは次のうちどれですか。
（１）　疑わしい取引の届出義務は，金融機関のみに課せられている。
（２）　金融機関が疑わしい取引に該当すると判断した場合であっても，結果として

取引が成立しなかったときには届出の対象にはならない。
（３）　疑わしい取引の届出の対象となる取引の範囲は，取引時確認が必要な取引と

同じとされている。
（４）　「疑わしい取引の参考事例」に合致しない取引については，金融機関が疑わ

しい取引に該当すると判断するかどうかにかかわらず届出は不要である。
（５）　金融機関は，疑わしい取引の届出を行おうとすること，または行ったことを，

当該疑わしい取引の届出に係る顧客その他の関係者に漏らしてはならない。

［問６］　当座勘定取引先（個人）が手形・小切手を振り出した後に死亡した場合に関
する記述について，正しいものは次のうちどれですか。

（１）　当座勘定契約は取引先の死亡により終了するので，金融機関はその後に呈示
された手形・小切手を支払う義務を負わない。

（２）　振出人の死亡は手形・小切手の効力に影響を与えないから，金融機関は，取
引先の死亡後に当該手形・小切手が呈示されたら，残高があれば決済しなけれ
ばならない。

（３）　手形・小切手の振出人の地位と当座勘定契約上の地位はいずれも相続人に承
継されるから，金融機関は，取引先の死亡後に手形・小切手が呈示されたら，
相続人の計算において決済しなければならない。

（４）　金融機関は，取引先の死亡を知った後は，取引先が生前に振り出した手形・
小切手を決済するよう相続人全員から依頼されても，当該手形・小切手を決済
してはならない。

（５）　金融機関は，取引先の死亡を知った後は，民法上の事務管理として振出済み
の手形・小切手を決済する義務を負うので，金融機関は，当該手形・小切手が
呈示された場合，残高があれば決済しなければならない。

［問７］　貯金の消滅時効について，正しいものは次のうちどれですか。
（１）　金融機関は，貯金口座開設時に，貯金者との間で時効を援用しないことを合

意することができる。
（２）　普通貯金の消滅時効は，貯金者が貯金通帳を記帳することにより更新される。
（３）　通知貯金の消滅時効は，預け入れた時から進行する。
（４）　当座貯金の消滅時効は，最後に手形・小切手の決済が行われた時から進行す

る。
（５）　自動継続定期貯金の消滅時効は，預入後最初に満期日が到来した時から進行

する。
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［問８］　犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法
律（振り込め詐欺救済法）に関する記述について，正しいものは次のうちどれ
ですか。

（１）　振込利用犯罪行為により被害を受け，財産を失った者は，振り込め詐欺救済
法によりその損害額の全額の補てんを受けることができる。

（２）　貯金に係る債権についてすでに強制執行の手続が行われている場合であって
も，当該貯金口座が犯罪利用貯金口座であると疑うに足りる相当な理由がある
と認められるときは，強制執行の手続は中止され，振り込め詐欺救済法による
手続が行われる。

（３）　金融機関は，貯金口座が犯罪利用貯金口座であると疑うに足りる相当な理由
があると認められる場合であっても，捜査機関から連絡があるまでは取引停止
の措置をとってはならない。

（４）　対象犯罪行為に関連して不正な利益を得た者は，被害回復分配金の支払を受
けることはできない。

（５）　被害額の総額が犯罪利用貯金口座に滞留していた残高を超えるときは，差額
は預金保険機構から補てんされる。

［問９］　民事執行法による貯金の差押え等について，誤っているものは次のうちど
れですか。

（１）　差押えの効力は，差押命令が第三債務者（金融機関）に送達された時に生じる。
（２）　差押えの効力が発生すると，第三債務者（金融機関）は債務者（貯金者）への貯

金払戻しを禁止される。
（３）　差押債権者が取立権にもとづいて定期貯金の払戻請求をした場合，金融機関

は定期貯金の満期日が未到来であっても，これに応じなければならない。
（４）　滞納処分が行われている貯金に対しても，重ねて民事執行法による差押えを

行うことができる。
（５）　貯金の差押えが行われた場合，ほかに差押えや滞納処分がなく差押えの競合

が生じていないときであっても，金融機関は差押えに係る貯金全額を供託する
ことができる。
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［問 10］　貯金取引先であるＡの貯金に仮差押命令が送付された場合に関する記述
について，正しいものは次のうちどれですか。

（１）　自動継続定期貯金に仮差押えがあった場合には，満期日が到来しても自動継
続されない。

（２）　仮差押えの効力が発生すると，金融機関は被仮差押貯金の払戻しを禁止され
る。

（３）　貯金に対し仮差押えを行っても，被保全債権の消滅時効の完成は猶予されな
い。

（４）　仮差押命令が取引先Ａに送達された日から１週間経過したときは，仮差押債
権者は仮差押貯金を取り立てることができる。

（５）　定期貯金に対する仮差押命令は，定期貯金の満期日が到来していなければ発
することはできない。

［問 11］　融資取引とコンプライアンスについて，正しいものは次のうちどれですか。
（１）　住宅ローンの融資に際し，担保建物について自金融機関取扱いの火災保険契

約の締結を強制したとしても，問題になることはない。
（２）　借入れの申込みに対して，支店長が融資の実行を確約しても，それが口頭に

よる場合には，その後に融資を謝絶しても，金融機関に損害賠償責任が発生す
ることはない。

（３）　他金融機関との話し合いによって貸出金利を統一しても，問題となることは
ない。

（４）　取引先が反社会的勢力であったとしても，金融機関はそれを理由として取引
先の債務の期限の利益を失わせることはできない。

（５）　個人保証契約の締結に際しては，保証債務が実行されることによって自らが
責任を負担することを受容する意思を形成するに足りる説明を行う。

［問 12］　融資取引の相手方等について，正しいものは次のうちどれですか。
（１）　権利能力なき社団は，法人格がないため，取引の相手方とすることができな

い。
（２）　代理人取引をしている法人の代表者が変更になった場合には，代理人につい

て改めて新代表者から委任状の提出を受けなければならない。
（３）　医療法人と取引を行う場合には，病院長が取引の相手方となる。
（４）　代表取締役の定めのある株式会社の場合には，代表取締役が取引の相手方と

なる。
（５）　営業を許可された未成年者に対して住宅ローンを融資する場合，法定代理人

の同意を得ることを要しない。
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［問 13］　制限行為能力者等との融資取引について，誤っているものは次のうちど
れですか。

（１）　任意後見契約の委任者（本人）と融資取引をする場合には，任意後見監督人の
選任の前後を問わず，任意後見受任者が本人を代理しなければならない。

（２）　成年被後見人と融資取引をする場合には，成年後見人が成年被後見人を代理
しなければならない。

（３）　婚姻している未成年者と融資取引をする場合には，親権者の同意は必要とし
ない。

（４）　成年後見人が成年被後見人に代わって，その居住用不動産に抵当権を設定す
る場合には，家庭裁判所の許可を得なければならない。

（５）　被保佐人と融資取引をする場合には，保佐人の同意を得なければならない。

［問 14］　債務の相続について，正しいものは次のうちどれですか。
（１）　債務者の相続人が限定承認をした場合，相続財産によって弁済を受けられな

い債務があっても，金融機関はこれを被相続人の保証人に請求することはでき
ない。

（２）　相続人が複数いる場合，各相続人は単独で自己の法定相続分について限定承
認をすることができる。

（３）　債務者の相続人が相続放棄をした場合でも，その者に子がいるときは代襲相
続が行われるから，金融機関はその子に相続債務を請求することができる。

（４）　相続人間の遺産分割協議において法定相続分と異なる債務の承継割合を定め
ても，金融機関はその合意に拘束されない。

（５）　相続の承認および放棄は，熟慮期間中であれば撤回できる。

［問 15］　証書貸付と手形貸付について，誤っているものは次のうちどれですか。
（１）　金融機関は，証書貸付においては貸付債権しか有しないが，手形貸付におい

ては，貸付債権と手形債権を併有することになる。
（２）　証書貸付・手形貸付のいずれも，その法的性質は金銭の消費貸借である。
（３）　金融機関は，証書貸付債権も手形貸付債権も，譲渡することができる。
（４）　証書貸付債権も手形貸付債権も，根抵当権の被担保債権となる。
（５）　金融機関は，証書貸付債権と貯金とを相殺するときは貸付債権を自働債権と

し，手形貸付債権と貯金とを相殺するときは手形債権を自働債権とし，相殺し
なければならない。
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［問 16］　債権譲渡の対抗要件について，正しいものは次のうちどれですか。
（１）　債権譲渡の対抗要件である債務者に対する通知は，譲受人が譲渡人に代位し

て行うことができる。
（２）　債権譲渡登記と民法上の確定日付のある証書による通知とが競合した場合に

は，債権譲渡登記が常に優先する。
（３）　将来発生すべき債権の譲渡についても，第三者対抗要件を具備することがで

きる。
（４）　債権譲渡についての債務者の承諾は，譲渡人に対して行わなければならない。
（５）　債権譲渡登記による対抗要件制度は，個人事業者が行う債権譲渡についても

利用することができる。

［問 17］　消滅時効の完成猶予・更新について，誤っているものは次のうちどれで
すか。

（１）　催告を行ったときは，その後６ヵ月を経過するまでの間は，時効は完成しな
い。

（２）　支払督促の申立てを行うと，消滅時効の完成猶予の効力が生じる。
（３）　債務者が貸付金の利息を支払うと，貸付債権について消滅時効の更新の効力

が生じる。
（４）　主債務者について消滅時効の更新事由が生じても，連帯保証人にはその効力

は生じない。
（５）　連帯保証人が債務を承認しても，主債務の消滅時効は更新されない。

［問 18］　債務の弁済について，正しいものは次のうちどれですか。
（１）　債権に関する証書がある場合に，債務の全額を弁済したときは，弁済者はそ

の証書の返還を請求することができる。
（２）　自己宛小切手（預手）で弁済を行っても，債務の本旨に従った弁済とはならな

い。
（３）　貸付債務は，債務者の住所地または営業所において弁済すべき取立債務であ

る。
（４）　債権者である金融機関の承諾がなくても，債務者は金銭による弁済に代え，

不動産の給付により弁済をすることができる。
（５）　弁済をするについて正当な利益を有する第三者であっても，債務者が反対の

意思表示をしたときは弁済することができない。
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［問 19］　弁済による代位について，誤っているものは次のうちどれですか。
（１）　債務者のために弁済をした者は，弁済をするについて正当な利益を有するか

否かにかかわらず，債権者に代位することができる。
（２）　債権者に代位した者は，債権の効力および担保としてその債権者が有してい

た一切の権利を行使することができる。
（３）　弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者が，代位の効果を債

務者に対抗するためには，債務者に対する通知または債務者の承諾が必要であ
る。

（４）　物上保証人が提供した担保不動産が競売され，債権者が配当を受けた場合に
は，物上保証人は当然に債権者に代位する。

（５）　債権の一部について代位弁済があっても，一部弁済者は，債権者に代位する
ことはいっさいできない。

［問 20］　金融機関が行う相殺について，誤っているものは次のうちどれですか。
（１）　農協取引約定書上，金融機関から相殺する場合における利息・割引料・損害

金等の計算期間は，相殺の計算実行日までとする。
（２）　貸付債権と貯金債権の弁済期が到来し，相殺適状に達した場合には，法律上

当然に相殺の効力が生じる。
（３）　相殺は，相殺権を行使する金融機関の立場からすれば担保的機能を営むこと

となる。
（４）　保証人の貯金と相殺する場合には，相殺通知の相手方は保証人となる。
（５）　貸出先の貯金に差押えがあっても，金融機関は差押前に実行した貸付金と被

差押貯金との相殺をもって差押債権者に対抗することができる。

［問 21］　債務引受について，正しいものは次のうちどれですか。
（１）　引受人は，債務者が有していた抗弁権をもって債権者に対抗することができ

ない。
（２）　債務引受契約は，書面で行わなければその効力を生じない。
（３）　引受人は，債務者が債権者に対して有する解除権や取消権を行使することが

一切できない。
（４）　元本の確定前に根抵当権の被担保債務について債務引受があった場合には，

根抵当権者は引受人の債務について根抵当権を行使することはできない。
（５）　免責的債務引受が行われると，旧債務者は引受債務の保証人になったものと

みなされる。
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［問 22］　保証人と相続について，誤っているものは次のうちどれですか。
（１）　保証人が主たる債務を相続したことを知りながら保証債務を弁済した場合に

は，主債務について消滅時効の更新の効力が生じる。
（２）　連帯保証人の死亡は，農協取引約定書における期限の利益の当然喪失事由で

ある。
（３）　特定債務の保証人が死亡した場合には，相続人はその保証債務を相続する。
（４）　連帯保証人が死亡し相続人が複数いるときは，各相続人は，その相続分に応

じて連帯保証債務を承継する。
（５）　個人貸金等根保証契約の保証人が死亡した場合には，主たる債務の元本は確

定する。

［問 23］　民法上の個人貸金等根保証契約について，正しいものは次のうちどれで
すか。

（１）　個人貸金等根保証契約は，書面でしなければその効力を生じない。
（２）　個人貸金等根保証契約の極度額は，主債務の額に対する割合をもって上限の

金額を定めることができる。
（３）　保証人について後見開始の審判があったときは，個人貸金等根保証契約にお

ける主たる債務の元本は確定する。
（４）　保証人は，元本確定期日後に弁済期限が到来する貸付金債権について，保証

債務を負わない。
（５）　一度定めた元本確定期日は，変更することができない。

［問 24］　債務保証（支払承諾）について，誤っているものは次のうちどれですか。
（１）　取引先の委託を受けて金融機関がその債務を保証し，その対価として保証料

を徴収する取引を債務保証という。
（２）　債務保証は，手形保証，手形引受その他の債務保証の方法によって行うこと

はできない。
（３）　債務保証取引は，銀行法上，金融機関の付随業務と位置付けられている。
（４）　金融機関は，取引先の信用状態が著しく悪化した場合には，保証債務を履行

する前であっても，取引先に求償権を行使することができる。
（５）　債務保証において金融機関が発行する保証書には，保証債務の履行請求期間

を定めるのが一般的である。
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［問 25］　担保目的の振込指定について，誤っているものは次のうちどれですか。
（１）　振込指定は，質権や譲渡担保権のような正式担保の設定について第三債務者

の承諾を得にくいような場合に，その代替手段として利用される事実上の担保
である。

（２）　振込指定とは，債務者が第三債務者に対して有する代金債権の支払方法を，
金融機関における債務者の特定の貯金口座への振込に限定し，その振込金を引
当に貸付金の回収を図るものである。

（３）　振込金に係る貯金が差し押さえられた場合でも，金融機関は差押前に実行し
た貸付金との相殺をもって差押債権者に対抗することができる。

（４）　振込指定においては，第三債務者の承諾書に確定日付を得たとしても，第三
者対抗要件を具備することはできない。

（５）　債務者が破産手続開始決定を受けた後に指定口座に振込があった場合，金融
機関はその振込に係る貯金を受働債権として相殺することができる。

［問 26］　内国為替取引の当事者の法律関係について，正しいものは次のうちどれ
ですか。

（１）　振込依頼人と仕向金融機関の間の振込契約は，振込依頼時に被仕向金融機関
に受取人の貯金口座が存在しないと成立しない。

（２）　仕向金融機関は，振込依頼人に対して，受取人の貯金口座に振込金が入金さ
れ振込事務が完了するまで，委任契約の受任者としての義務を負う。

（３）　振込依頼人と受取人の間の振込の原因となる取引が取り消されたとしても，
振込依頼人と仕向金融機関の間の振込契約の効力には影響しない。

（４）　代金取立の受託金融機関と取立証券類の支払人の法律関係は，証券類の取立
委任を内容とする委任契約である。

（５）　代金取立の取立依頼人と委託金融機関の法律関係は，証券類の取立委任を内
容とする第三者のためにする契約である。
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［問 27］　振込規定に定める振込の取扱いについて，誤っているものは次のうちど
れですか。

（１）　振込依頼書による振込の場合には，金融機関が振込の依頼を承諾し，振込資
金等を受領した時に振込契約が成立するものとしている。

（２）　振込機による振込の場合には，金融機関のコンピュータ・システムにより振
込の依頼内容を確認した時に振込契約が成立するものとしている。

（３）　振込契約が成立したときは，金融機関は振込資金受取書等を依頼人に交付す
るものとしている。

（４）　仕向金融機関は，振込依頼書の記載の不備または振込機の誤入力によって生
じた損害については，責任を負わないものとしている。

（５）　振込依頼人が振込依頼書に記入し，または振込機に入力した事項を，振込依
頼人と仕向金融機関の間の振込依頼内容とするものとしている。

［問 28］　振込における被仕向金融機関の取扱いについて，正しいものは次のうち
どれですか。

（１）　振込通知に記載された受取人名義の貯金口座が解約されている場合には，被
仕向金融機関は受取人に連絡して振込金を現払いすることができる。

（２）　仕向金融機関から振込通知の重複発信による取消依頼を受けた場合には，受
取人の承諾を得ずにその入金を取り消して振込金を返却することができる。

（３）　受取人名義が法人名義の振込通知を受信したがその法人名義の貯金口座はな
く，その法人の代表者の個人名義の貯金口座があるときは，その代表者の個人
名義の貯金口座に振込金を入金することができる。

（４）　振込通知に記載された受取人名義の貯金口座がある場合でも，あらかじめ受
取人から振込による入金口座について指定があったときは，その指定された貯
金口座に振込金を入金しなければならない。

（５）　振込先口座と名義および口座番号は一致しているが，貯金種目が違っている
貯金口座が存在する場合は，その貯金口座に入金処理しても差し支えない。
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［問 29］　代金取立における委託金融機関の取扱いについて，正しいものは次のう
ちどれですか。

（１）　委託金融機関は，取立依頼を受けた手形・小切手の手形要件，小切手要件の
白地を補充する義務を負う。

（２）　手形，小切手，公社債，その他の証券類のうち，貯金口座にただちに受入れ
ができるものは代金取立として取り扱われる。

（３）　支払呈示期間を経過した小切手は，代金取立として受け付けることはできな
い。

（４）　取立依頼を受けた手形が不渡りになったときは，取立依頼人の届出の住所あ
てに不渡りになった旨の通知をする。

（５）　取立依頼を受けた証券類のすべてについて，支払のための呈示をする義務を
負う。

［問 30］　約束手形における署名等について，誤っているものは次のうちどれですか。
（１）　署名とは，自署と，記名押印の両方を意味する。
（２）　振出人の署名は，必要的記載事項である。
（３）　法人の振出署名は，法人名とその代表者名のほか，代表資格を表示し，押印

する方法による。
（４）　記名押印に使用する印は，実印でなければならない。
（５）　振出人の署名は，本人の呼称であることが知られているかぎり，通称・雅号

でも有効と解されている。

［問 31］　無効となる手形の裏書は，次のうちどれですか。
（１）　裏書を禁止する旨を記載した裏書
（２）　手形金額の一部についてする裏書
（３）　無担保文句を記載した裏書
（４）　被裏書人欄が空白のままの裏書
（５）　裏書日付がない裏書

［問 32］　手形の偽造・変造について，正しいものは次のうちどれですか。
（１）　他人の名義を無断で使用して手形行為をすることを，手形の変造という。
（２）　権限のない者が，手形上の記載を変更することを，手形の偽造という。
（３）　手形の偽造者は，不法行為による損害賠償責任を負うことがあるだけでなく，

手形法上の責任も負うことがある。
（４）　手形の振出人名義が偽造された場合，本人が追認をしても，本人に効力は生

じない。
（５）　偽造手形に実印が押印されていれば，それが届出印でなかった場合でも，そ

の手形を支払った金融機関は，損害賠償責任を負うことはない。
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［問 33］　手形・小切手の消滅時効期間について，誤っているものは次のうちどれ
ですか。

（１）　約束手形の振出人に対する手形上の請求権は，満期の日から６ヵ月で時効に
かかる。

（２）　約束手形の裏書人の他の裏書人に対する遡求権は，その裏書人が手形の受戻
しをした日，または訴えを受けた日から６ヵ月で時効にかかる。

（３）　拒絶証書作成免除文句がある約束手形の所持人の裏書人に対する遡求権は，
満期の日から１年で時効にかかる。

（４）　小切手の所持人の振出人に対する遡求権は，呈示期間経過後６ヵ月で時効に
かかる。

（５）　為替手形の引受人に対する手形上の請求権は，満期の日から３年で時効にか
かる。

［問 34］　小切手について，誤っているものは次のうちどれですか。
（１）　小切手は，一覧払いとされている。
（２）　小切手は，振出人が支払人に対して，その券面に記載した金額を所持人に支

払うことを委託する有価証券である。
（３）　小切手の支払呈示期間は，振出日を含めて 10日間である。
（４）　小切手は，金融機関を支払人として振り出す。
（５）　小切手は，引受が禁じられている。

［問 35］　線引小切手について，正しいものは次のうちどれですか。
（１）　特定線引の被指定金融機関の名称は，抹消することができる。
（２）　線引は，振出人以外の者はすることができない。
（３）　線引は，裏判を押捺することにより抹消することができる。
（４）　一般線引小切手は，２条の平行線の間に特定の金融機関の名称を記載したも

のをいう。
（５）　一般線引小切手は，特定線引小切手に変更することができる。
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［問 36］　自己宛小切手（預手）について，誤っているものは次のうちどれですか。
（１）　小切手の支払保証を求められたときは，金融機関はそれに代えて自己宛小切

手を発行する。
（２）　振出人（金融機関）が自己を支払人として振り出す小切手を，自己宛小切手と

いう。
（３）　自己宛小切手の発行依頼人と金融機関との間には，支払委託の関係がある。
（４）　自己宛小切手の発行は，発行依頼人が提供する資金を対価とする小切手の売

買と解されている。
（５）　自己宛小切手につき事故届が提出された場合には，当該小切手を支払うに際

しての金融機関の注意義務は加重されると解されている。

［問 37］　小切手の依頼返却について，誤っているものは次のうちどれですか。
（１）　依頼返却は，小切手法により定められている手形交換所の取扱いである。
（２）　持帰金融機関は，小切手を返還する場合，返還に先立って持出店に連絡し，

申出の事実を確認しなければならない。
（３）　依頼返却の手続は，持出金融機関が持帰金融機関に，交換に持ち出した小切

手の返却を依頼することにより行われる。
（４）　取引停止処分回避のための依頼返却の場合であっても，支払呈示および支払

拒絶の効力は失われない。
（５）　依頼返却された小切手は，再び手形交換に持ち出すことができる。

［問 38］　手形交換所に不渡届の提出を要する不渡事由は，次のうちどれですか。
（１）　資金不足
（２）　裏書不備
（３）　期日未到来
（４）　破産手続開始決定
（５）　依頼返却
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［問 39］　手形交換所の取引停止処分について，誤っているものは次のうちどれで
すか。

（１）　取引停止処分の効力は，他の交換所に参加している金融機関を含む全国の金
融機関に及ぶ。

（２）　取引停止処分を受けた者が著しく信用を回復したときは，参加金融機関は交
換所に対して取引停止処分の解除を請求することができる。

（３）　取引停止処分の期間は，取引停止処分日から起算して２年間である。
（４）　参加金融機関は，取引停止処分に付された取引先と普通貯金取引をすること

ができる。
（５）　取引先が取引停止処分に付されると，取引停止報告に掲載され，参加金融機

関に通知される。

［問 40］　電子記録債権法にもとづく電子記録債権について，正しいものは次のう
ちどれですか。

（１）　電子記録債権は，分割をすることができない。
（２）　債権の内容が債権記録と契約書で異なる場合，電子記録債権の内容は契約書

により定まる。
（３）　電子記録債権の譲渡は，民法における債権譲渡の方法によってもその効力が

生じる。
（４）　無権利者からの譲受人であっても，電子記録債権の譲受人として記録された

者は悪意または重大な過失がある場合を除き，電子記録債権を取得することが
できる。

（５）　電子記録債務者は，電子記録債権の譲渡人に対する人的抗弁をもって，譲渡
人から譲り受けた債権者にも対抗することができる。

［問 41］　民法上の期限の利益等について，誤っているものは次のうちどれですか。
（１）　期限の利益は放棄することができるが，これによって相手方の利益を害する

ことはできない。
（２）　期限は，債務者の利益のために定めたものと推定されている。
（３）　当事者の合意によって，民法で定められていない事由を期限の利益の喪失事

由として定めても，効力を生じない。
（４）　債務者が破産手続開始の決定を受けた場合には，債務者は，期限の利益を主

張することができない。
（５）　債務者は，担保を滅失させ，損傷させ，または減少させたときは，期限の利

益を主張することはできない。
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［問 42］　民法上の意思表示について，誤っているものは次のうちどれですか。
（１）　意思表示の効力発生時期については，到達主義がとられている。
（２）　意思表示は，公示の方法によることもできる場合がある。
（３）　相手方が正当な理由なく意思表示の受領を拒絶した場合には，その通知は通

常到達すべきであった時に到達したものとみなされる。
（４）　表意者が通知を発した後に死亡した場合には，意思表示は効力を生じない。
（５）　相手方の詐欺や強迫によって行われた意思表示は，取り消すことができる。

［問 43］　貸金庫取引について，誤っているものは次のうちどれですか。
（１）　貸金庫の使用権は，転貸または質入れすることはできない。
（２）　貸金庫の内容物は，強制執行の対象とすることはできない。
（３）　貸金庫契約の法的性質は，金庫の賃貸借契約であると解されている。
（４）　借主について相続の開始があった場合，金融機関は貸金庫契約を解約するこ

とができる。
（５）　借主は，貸金庫契約をいつでも解約することができる。

［問 44］　株式会社の株式払込事務について，誤っているものは次のうちどれですか。
（１）　募集設立の場合，株式払込事務を受託した金融機関は，発起人の請求によっ

て株式払込金保管証明書を交付しなければならない。
（２）　募集設立の場合，株式払込事務を受託した金融機関は，設立登記完了前に発

起人や取締役から請求を受けて株式払込金を返還しても，その後成立した会社
に対し株式払込金の返還をもって対抗できない。

（３）　発起設立の場合，登記申請における払込みのあったことの証明は，貯金通帳
の写しによることが可能である。

（４）　発起設立の場合，金融機関は，貯金口座に振り込まれた金員について設立登
記完了時まで保管責任を負う。

（５）　金融機関の役職員が，株式の発行に係る払込みを仮装するため預合いに応じ
ると，刑事責任を問われる。
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［問 45］　会社法における株式会社の機関について，誤っているものは次のうちど
れですか。

（１）　取締役会設置会社において，代表取締役を選定しなければ，すべての取締役
が代表権を有することとなる。

（２）　すべての株式会社には，株主総会と取締役が必要である。
（３）　取締役会設置会社では，取締役会は，その決議により代表取締役を解職する

ことができる。
（４）　公開会社においては，取締役が株主でなければならない旨を定款で定めるこ

とができない。
（５）　取締役会設置会社において，代表取締役や業務執行取締役は，３ヵ月に１回

以上，自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。

［問 46］　相続について，誤っているものは次のうちどれですか。
（１）　相続人に嫡出子と嫡出でない子（婚外子）がいる場合，嫡出でない子の法定相

続分は嫡出子と同一とされている。
（２）　被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となる場合，父母の一方のみを同じくする

兄弟姉妹の法定相続分は，父母の双方を同じくする兄弟姉妹の法定相続分の２
分の１である。

（３）　共同相続された預貯金債権は，相続開始と同時に相続分に応じて分割されず，
遺産分割の対象となる。

（４）　相続の放棄をした者は，その相続に関しては，はじめから相続人とならな
かったものとみなされるので，その者に子がいても代襲相続の規定は適用され
ない。

（５）　被相続人の遺言書が残されている場合，方式にかかわらず必ず家庭裁判所の
検認を受けなければならない。
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［問 47］　金融商品の販売等に関する法律（金融商品販売法）について，誤っている
ものは次のうちどれですか。

（１）　金融商品販売業者等の重要事項の説明義務は，顧客が金融商品販売等に関す
る専門的知識や経験を有する者として政令で定める者であっても，免じられる
ことはない。

（２）　金融商品販売業者等が重要事項の説明を怠ったことにより損害賠償責任が生
じた場合，元本欠損額は，金融商品販売業者等が重要事項について説明をしな
かったことによって当該顧客に生じた損害の額と推定される。

（３）　金融商品販売業者等は，業として行う金融商品の販売等に係る勧誘をするに
際し，その適正の確保に努めなければならない。

（４）　金融商品販売業者等は，業として行う金融商品の販売等に係る勧誘をしよう
とするときは，あらかじめ勧誘方針を定め，これを公表する必要がある。

（５）　金融商品販売業者等が勧誘方針を定めなかったときは，過料に処される。

［問 48］　行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法
律（番号法）上の金融機関の個人番号の取扱いについて，誤っているものは次
のうちどれですか。

（１）　番号法は，個人情報の保護に関する法律の特例等を定めた法律である。
（２）　金融機関が個人顧客から個人番号の提供を受けるときの本人確認は，運転免

許証などの写真付の身分証明書の提示を受ける方法が原則である。
（３）　個人番号の提供を受ける際に本人確認が求められるのは，個人顧客が他人の

個人番号を告知してなりすましを行うことを防ぐためである。
（４）　金融機関は，金融機関が税務署に提出する一定の法定調書に個人顧客の個人

番号を記載する必要がある。
（５）　金融機関は，営業目的の顧客管理のために，個人番号を顧客番号として利用

することができる。

［問 49］　個人情報の保護に関する法律上，原則として本人の同意を得なくても個
人情報取扱事業者が行うことができるものは，次のうちどれですか。

（１）　利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱うこと
（２）　合併等による事業承継によって取得した個人情報について，承継前における

当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて，当該個人情報を取り扱
うこと

（３）　要配慮個人情報を取得すること
（４）　個人データを第三者に提供すること
（５）　個人データを利用する必要がなくなったときに，当該個人データを消去する

こと
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［問 50］　出資の受入れ，預り金及び金利等の取締りに関する法律（出資法）について，
誤っているものは次のうちどれですか。

（１）　業として預り金をするにつき他の法律に特別の規定のある者でなければ，業
として預り金をすることができない。

（２）　法人の従業者が出資法に違反した場合，当該法人に対しても罰則が適用され
ることがある。

（３）　金融機関の役職員は，その地位を利用し，当該金融機関以外の第三者の利益
を図るため，金銭の貸付をすることはできないが，債務の保証をすることはで
きる。

（４）　業として金銭の貸付を行う場合，年 20％を超える割合による利息の契約を
したときは，罰則の適用を受ける。

（５）　業として行われる金銭の貸付を業として保証する者は，保証に係る貸付の利
息と合算して貸付金額の年 20％を超える割合となる保証料の契約をしたときは，
罰則の適用を受ける。





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2021年２月12日（金）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。


