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解説編の利用にあたって

1 ．本書は，2021年２月６日実施の第48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 の 5 原 則

問　1　融資の 5原則について，誤っているも

のを 1つ選びなさい。

⑴　融資にあたっては，申込者の信用状況を

十分に調査し，返済の意思と能力を見極め

たうえで行うことが必要である。

⑵　資金使途や返済財源をよく吟味すること

により，貯金残高の増減と融資需要の変化

などに適応できるように，適正に資金が回

転するような融資をしなければならない。

⑶　収益性の原則とは，最大限の利益を確保

して経営基盤を強化することをいい，支払

うべき貯金利息や人件費・経費などの資金

コストを上回る，より多くの収入があげら

れるように，金利を設定しなければならな

い。

	 正解率　86％

正解　⑶	

　解　説

⑴　融資にあたっては，申込者の信用状

況を十分に調査し，返済の意思と能力

を見極めたうえで行うことが必要であ

る。「安全性の原則」である。したがっ

て，⑴は正しい。テキスト P13　3-1　

安全性の原則

⑵　資金使途や返済財源をよく吟味する

ことにより，貯金残高の増減と融資需

要の変化などに適応できるように，適

正に資金が回転するような融資をしな

ければならない。「流動性の原則」であ

る。したがって，⑵は正しい。テキス

ト P13　3-2　流動性の原則

⑶「収益性の原則」とは，リスクに見合っ

た適正な利益を確保することをいい，

支払うべき貯金利息や人件費・経費な

どの資金コストをカバーできるように，

適切に金利を決めなければならない。

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 P14　3-3　

収益性の原則

組 合 融 資 業 務 の 特 色

問　2　組合融資業務の特色について，正しい

ものを 1つ選びなさい。

⑴　組合の融資業務は，組合の管轄する区域

に住む組合員の事業や生活に必要な資金を

融資することを原則としており，組合員以

外への融資は認められていない。

⑵　組合員の資格は，農業協同組合法および
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水産業協同組合法で規定されており，正組

合員と准組合員の 2 種類がある。

⑶　組合融資業務の特色は，農水産物の生産・

加工・流通事業などを経営する法人に対す

る融資がかなりの比重を占めていることが

あげられる。

	 正解率　91％

正解　⑵	

　解　説

⑴　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。したがって，⑴は誤って

いる。テキスト P15　4　組合融資業務

の特色

⑵　組合員の資格は，農業協同組合法お

よび水産業協同組合法で規定されてお

り，正組合員と准組合員の 2 種類があ

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 P14～15　

4　組合融資業務の特色

⑶　組合融資業務の特色は，組合員主体

の融資であること，農水産物の生産・

加工・流通事業の経営形態は個人経営

の占める比率が高いこと，生活資金の

融資もかなりの比率を占めることなど

から，個人に対する融資が相当な比重

を占めている。したがって，⑶は誤っ

ている。テキスト P15　4　組合融資業

務の特色

優 越 的 地 位 の 濫 用

問　3　次のうち，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ではないもの

を 1つ選びなさい。

⑴　消費者の利益を一方的に害する行為

⑵　融資に関する不当な取引条件の設定・変

更

⑶　過度な協力貯金や金融商品などの購入の

要請・強要

	 正解率　82％

正解　⑴	

　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，⑴の「消費者の利益を

一方的に害する行為」が，優越的地位

の濫用として独占禁止法で禁止されて

いる行為ではないので，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

コンプライアンス違反

問　4　融資業務に関してコンプライアンス違

反となる行為について，正しいものを 1つ選

びなさい。

⑴　過当な歩積・両建預金は，「背任行為」と
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して，業務停止命令や業務改善命令などを

受ける場合がある。

⑵　金融機関の役職員が，金融機関の資金や

取引先から預かった金銭を，正規の勘定に

計上せずに第三者に融資する行為は，「浮貸

し」として禁じられている。

⑶　融資に際して，融資額の一部を預金させ

ることは，「導入預金」として禁じられてい

る。

	 正解率　81％

正解　⑵	

　解　説

⑴　過当な歩積・両建預金は，独占禁止

法の禁じる「優越的地位の濫用」と解

され，違反すると業務停止命令や業務

改善命令などを受ける場合がある。し

たがって，⑴は誤っている。テキスト

P21　1-2　コンプライアンス違反

⑵　「浮貸し」とは，金融機関の役職員が，

金融機関の資金や取引先から預かった

金銭を，正規の勘定に計上せずに第三

者に融資することなどをいう（出資法

3 条）。したがって，⑵は正しいので，

本問の正解である。テキスト P20　1-2

　コンプライアンス違反

⑶　問題文は「両建預金」に関する説明

である。「導入預金」とは，多額の預貯

金を受け入れる代わりに，特定の第三

者に無担保で融資することを約束した

り，第三者のために債務の保証をする

ことを条件とするような行為をいう。

したがって，⑶は誤っている。テキス

ト P20 ～ 21　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　5　与信取引に関する顧客への説明態勢に

ついて，誤っているものを 1つ選びなさい。

⑴　経営者以外の第三者との間で個人連帯保

証契約を締結する場合，契約者本人が経営

に実質的に関与していない場合には，原則

として，保証債務を履行する必要がないこ

とについて特段の説明が求められる。

⑵　個人保証契約については，保証債務を負

担するという意思を形成するだけでなく，

その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

形成するに足る説明が求められる。

⑶　当該農協との経済事業取引その他の取引

における代金支払いを資金使途とする融資

取引を行う場合など融資取引と当該農協の

経済事業取引その他の取引とを関連して行

う場合には，融資取引の内容とその他の取

引の内容とを利用者が混同することのない

よう，十分な説明が求められる。

	 正解率　91％

正解　⑴	

　解　説

⑴　経営者以外の第三者との間で個人連

帯保証契約を締結する場合，契約者本

人の経営への関与の度合いに留意し，

原則として，経営に実質的に関与して

いない場合であっても保証債務を履行

せざるを得ない事態に至る可能性があ

ることについての特段の説明を行うと

ともに，保証人から説明を受けた旨の

確認を行うことが求められる。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 P24　「系統金融機関
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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

⑵　個人保証契約については，その保証

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

形成するに足る説明が求められる。し

たがって，⑵は正しい。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　融資取引と経済事業取引その他の

取引とを関連して行う場合には，融

資取引の内容とその他の取引の内容

とを利用者が混同することのないよ

う，十分な説明が求められる。した

がって，⑶は正しい。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　6　農協取引約定書および漁協取引約定

書（以下，この問において「農協取引約定書」

という）について，正しいものを 1つ選びな

さい。

⑴　融資取引にあたっては，取引の都度，融

資取引全般に共通する事項を定めた農協取

引約定書と，取引の種類に応じて詳細な条

件等を定めた個別の契約書を取り交わす。

⑵　融資関係の約定書は，事業者用と消費者

用に大別され，農協取引約定書は消費者と

の融資取引の基本約定書である。

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。

	 正解率　80％

正解　⑶	

　解　説

⑴　農協取引約定書は基本的にはじめて

融資取引を行う際に取り交わすもので

あり，取引の都度，取り交わすもので

はない。したがって，⑴は誤っている。

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，事業者との融資

取引の基本約定書である。したがって，

⑵は誤っている。テキスト P27　4　農

協取引約定書を熟読しよう

⑶　個別契約書を取り交わす場合は，個

別契約書の内容が優先される。したがっ

て，⑶は正しいので，本問の正解である。

テキスト P27　4　農協取引約定書を熟

読しよう

期 限 の 利 益 の 喪 失

問　7　期限の利益の喪失について，誤ってい

るものを 1つ選びなさい。

⑴　期限の利益とは，期限がまだ到来してい

ないことにより受ける利益のことで，融資

を受けた債務者（融資先）は，期限までは

返済する必要はない，ということである。

⑵　「期限の利益の喪失」条項は，債務者に信

用悪化や不信行為があった場合，返済期限

の前であっても，すべての債務を返済する

義務を債務者または保証人に課すことを定

めたものである。
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⑶　債務者が破産手続開始の決定を受けたと

いうだけでは，債務者の期限の利益は喪失

しない。

	 正解率　72％

正解　⑶	

　解　説

⑴　期限の利益とは，期限がまだ到来し

ていないことにより受ける利益のこと

で，融資を受けた債務者（融資先）は，

期限までは返済する必要はない，とい

うことである。したがって，⑴は正しい。

テキスト P29　4-2　期限の利益の喪失

⑵　「期限の利益の喪失」条項は，債務

者に信用悪化や不信行為があった場合，

返済期限の前であっても，すべての債

務を返済する義務を債務者または保証

人に課すことを定めたものである。し

たがって，⑵は正しい。テキスト P29

～ 30　4-2　期限の利益の喪失

⑶　債務者が破産手続開始の決定を受

けたときには，債務者は期限の利益を

喪失する。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

P30　4-2　期限の利益の喪失

暴 力 団 排 除 条 項

問　8　暴力団排除条項について，正しいもの

を 1つ選びなさい。

⑴　暴力団員でなくなった時から 3 年を経過

した者は，暴力団排除条項でいう暴力団員

には含まれない。

⑵　暴力団排除条項には，債務者本人や保証

人が，暴力団や暴力団員だけでなく，暴力

団関係企業などに該当せず，関係を有して

いないことを表明する内容が含まれている。

⑶　相手方が反社会的勢力であることが判明

した場合には，暴力団排除条項により契約

締結を拒絶できるが，債務を全額弁済して

もらうことまではできない。

	 正解率　99％

正解　⑵	

　解　説

⑴　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。したがって，

⑴は誤っている。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

⑵　暴力団排除条項には，債務者本人や

保証人が，暴力団や暴力団員，暴力団

関係企業などに該当せず，関係を有し

ていないことの表明が含まれている。

したがって，⑵は正しいので，本問の

正解である。テキスト 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（融資先）が暴力団排除条項

の規定に違反した場合は，JA への一切

の債務（借入金）を弁済しなければな

らない。したがって，⑶は誤っている。

テキスト P30 ～ 31　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　9　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　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
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のを返却することを約束して物や金銭を借

りる契約のことを消費貸借契約という。

⑵　手形貸付は，（金融機関を受取人とした）

約束手形とともに借用証書を差し入れても

らうことで，金銭消費貸借契約が成立する。

⑶　金銭消費貸借契約は，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とされている。

	 正解率　68％

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，借りたものと種類，品

質および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　手形貸付を実行すると，お客さまか

ら金融機関を受取人とした約束手形を

差し入れてもらうことになるが，この

とき金融機関は手形債権を取得すると

同時に，お客さまからの融資の申込み

に承諾し資金を交付するので，借用証

書を提供してもらわなくても金銭消費

貸借契約が成立し，貸金債権も持つこ

とになる。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

P37　4-1　手形貸付とは

⑶　金銭消費貸借契約は，2020 年 4 月施

行の改正民法により，書面によること

を要件として，金銭（物）を交付しな

くても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，⑶は正し

い。テキスト P34　1　金銭消費貸借契

約とは

融 資 の 分 類

問　10　資金の性格による融資の分類につい

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．融資の種類は，融資金の原資が組合の資

金であるか，また法令や系統組織の政策目

的などによる規制の有無などによって，普

通融資と制度融資に分類することができ

る。

ｂ．普通融資は，事業性資金を除く組合員の

日常生活で必要とされる生活資金について，

広範囲の資金需要に応えることができる融

資のことである。

ｃ．制度融資は，他の融資と比べて金利が低く，

融資期間が長く設定されているが，その反

面，借主の資格や資金使途などが厳格に定

められている。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　42％

正解　⑴	

　解　説

ａ．融資の種類は，融資金の原資，融資

の方法，法令や系統組織の政策目的な

どによる規制の有無などによって，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。したがって，a は誤っている。

テキスト P34　2-1　資金の性格による

分類
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ｂ．普通融資は，組合員の事業資金から，

日常生活で必要とされる生活資金まで

の広範囲の資金需要に応えることがで

き，融資条件については，組合独自の

判断に基づいて決めることが可能であ

るので，お客さまの幅広い要請に応え

るために弾力的な運用ができる融資方

法である。したがって，b は誤っている。

テキスト P34 ～ 35　2-1　資金の性格

による分類

ｃ．制度融資は，他の融資と比べて金利

が低く，融資期間が長く設定されて

いるので，お客さまにとっては有利

な融資といえるが，その反面，借主

の資格や資金使途などが厳格に定め

られている。したがって，c は正しい。

テキスト P35　2-1　資金の性格によ

る分類

　　以上により，正しいのは c の 1 つだ

けであるので，⑴が本問の正解であ

る。

証 書 貸 付

問　11　証書貸付について，誤っているもの

を 1つ選びなさい。

⑴　証書貸付で使用する金銭消費貸借契約証

書には，融資金額，資金使途，融資利率，

信用保証協会や地方公共団体の制度融資な

どによる保証の有無，返済方法・利払方法

など，融資の契約内容が細かく記載されて

いる。

⑵　証書貸付の返済方法のうち，元金均等返

済は，毎月の元金返済額が一定で，それに

利息が加わる返済方式であり，住宅ローン

などではこの方式が多い。

⑶　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。

	 正解率　94％

正解　⑵	

　解　説

⑴　証書貸付で使用する金銭消費貸借契

約証書には，融資金額，資金使途，融

資利率，信用保証協会や地方公共団体

の制度融資などによる保証の有無，返

済方法・利払方法など，融資の契約内

容が細かく記載されている。したがっ

て，⑴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

⑵　住宅ローンなどでは元利均等返済が

多い。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 P36　3-2

　証書貸付の返済方法

⑶　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，⑶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

手 形 貸 付

問　12　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　手形の記入事項に間違いがあった場合に

は，新しい手形に書き直してもらうのでは

なく，連署人全員の訂正印を押したうえで
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訂正してもらうのが実務上の取扱いである。

⑶　手形書替には，旧手形と同じ金額で書き

替える「同額書替」と，一部を返済し，そ

の残金について書き替える「減額書替」が

ある。

	 正解率　73％

正解　⑶	

　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　訂正印によらないで，新しい手形に

書き直してもらう。したがって，⑵は

誤っている。テキスト P141　第 5 章

4-2　手形貸付の実行手続

⑶　手形書替には，旧手形（手形期日が

到来した手形）と同じ金額で書き替え

る「同額書替」と，一部を返済し，そ

の残金について書き替える「減額書替」

がある。したがって，⑶は正しいので，

本問の正解である。テキスト P39　4-4

　手形貸付の継続

手 形 貸 付

問　13　手形貸付に使用される約束手形につ

いて，手形法上定められた 8 つの手形要件（必

要的記載事項）のうち，お客さまが記載する

事項として誤っているものを 1 つ選びなさ

い。

⑴　金額（借入金額）

⑵　振出人

⑶　受取人またはその指図人

	 正解率　79％

正解　⑶	

　解　説

　　約束手形には手形法上定められた 8

つの手形要件（①約束手形であること

を示す文字，②一定金額の単純な支払

約束文句，③支払期日，④支払地，⑤

受取人またはその指図人，⑥振出日，

⑦振出地，⑧振出人の署名）を備えて

いる必要があるが，金融機関借入用の

手形はあらかじめ印刷されている事項

があり，お客さまが記載するのは，②

金額（借入金額），③支払期日（弁済期

日または書替予定日），⑥振出日（融資

実行日），⑦振出地，⑧振出人（署名捺

印）の 5 つである。以上により，「受取

人またはその指図人」が誤っているの

で，⑶が本問の正解である。テキスト

P38　4-2　手形貸付の特徴

手 形 割 引

問　14　手形割引について，誤っているもの

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，その手形の支払期日の前に，

振出人の取引金融機関に依頼して買い取っ

てもらう融資方法である。

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

金額から差し引いて手形を買い取る。

⑶　手形割引の対象となる手形は，商取引に

よって取得した商業手形であり，振出人（為

替手形の場合は引受人）に信用がある必要

がある。
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	 正解率　49％

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。

「振出人の取引金融機関」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 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は正しい。テキスト P41　5-1　手形

割引とは

⑶　手形割引の対象となる手形は，商取

引によって取得した商業手形であり，

振出人（為替手形の場合は引受人）に

信用がある必要がある。したがって，

⑶は正しい。テキスト P41　5-1　手形

割引とは

当 座 貸 越

問　15　当座貸越について，正しいものを	

1 つ選びなさい。

⑴　当座貸越とは，当座貯金取引先のうち，

事前に当座貸越契約を結んだ先に対して，

金融機関が貸越限度額をあらかじめ設定し，

その範囲内で手形・小切手の決済をする融

資方法である。

⑵　当座貸越は，運転資金や設備資金にかか

わらず，幅広い資金使途に対応できる，利

便性の高い融資方法である。

⑶　総合口座の定期貯金を担保とした当座貸

越は，法人だけではなく個人のお客さまも

利用することができる利便性の高い融資方

法である。

	 正解率　66％

正解　⑴	

　解　説

⑴　当座貸越とは，当座貯金取引先のう

ち，事前に当座貸越契約を結んだ先に

対して，金融機関が貸越限度額をあら

かじめ設定し，その範囲内で手形・小

切手の決済をする融資方法である。し

たがって，⑴は正しいので，本問の正

解である。テキスト 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。テキス

ト P43 ～ 44　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

は誤っている。テキスト P44　6-1　当

座貸越の仕組み

支 払 承 諾

問　16　支払承諾（債務保証）について，誤っ

ているものを 1つ選びなさい。

⑴　支払承諾は，資金を直接交付することは

なく，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　支払承諾は，資金を直接交付するわけで

はないが，融資の一種であり，融資の付随

業務として取り扱われている。



−12− −13−

信用事業基礎（融資） 信用事業基礎（融資）

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　92％

正解　⑶	

　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。

テキスト P44　7-1　支払承諾とは

⑵　支払承諾は，資金を直接交付するわ

けではないが，融資の一種であり，融

資の付随業務として取り扱われている。

したがって，⑵は正しい。テキスト

P44　7-1　支払承諾とは

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は誤っているので，

本問の正解である。テキスト P45　7-2

　支払承諾の実務上の留意点

各 種 個 人 ロ ー ン

問　17　各種個人ローンについて，誤ってい

るものを 1つ選びなさい。

⑴　個人ローンは，ライフステージごとに必

要と思われるお客さまのニーズに合わせた

ローンで，マイカーローンや教育ローン，

住宅ローン，リフォームローンなどがある。

⑵　フリーローンは，ある一定の限度額の範

囲内で，反復して自由に借入れをすること

ができる商品である。

⑶　日本政策金融公庫が取り扱っている「国

の教育ローン」は，母子家庭や低所得の人

は金利が優遇される一方で，子どもの数と

収入額など利用には一定の制限がある。

	 正解率　80％

正解　⑵	

　解　説

⑴　個人ローンは，ライフステージごと

に必要と思われるお客さまのニーズに

合わせたローンで，マイカーローンや

教育ローン，住宅ローン，リフォーム

ローンなどがある。したがって，⑴は

正しい。テキスト P45　8-2　目的別の

個人ローン

⑵　カードローンが，決められた限度額

の中であれば，何度でもお金を借りる

ことができるのに対して，フリーロー

ンは，申請した金額を 1 度借り入れる

ことができるだけである。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 P46　8-2　目的別の個人

ローン

⑶　日本政策金融公庫が取り扱っている

「国の教育ローン」は，母子家庭や低所

得の人は金利が優遇される一方で，子

どもの数と収入額など利用には一定の

制限がある。したがって，⑶は正しい。

テキスト P46　8-2　目的別の個人ロー

ン

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
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て，正しいものを 1つ選びなさい。

⑴　融資の申込みがあったときには，まず，

組合の定款・規程などに照らして申込者が

組合の融資取引の相手としての能力を備え

ているかをチェックする必要がある。

⑵　取引を有効に行うためには，権利能力・

資格能力・行為能力という 3 つの能力が必

要とされる。

⑶　行為能力とは，自分の行為の結果を判断

することができる能力をいう。

	 正解率　63％

正解　⑴	

　解　説

⑴　融資の申込みがあったときには，ま

ず，組合の定款・規程などに照らして申

込者が組合の融資取引の相手としての

能力を備えているかをチェックする必

要がある。したがって，⑴は正しいので，

本問の正解である。テキスト P47　9-1

　取引を有効に行うための能力

⑵　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，⑵

は誤っている。テキスト P47　9-1　取

引を有効に行うための能力

⑶　行為能力とは，単独で有効に契約す

ることができる能力をいう。自分の行

為の結果を判断することができる能力

は，「意思能力」である。したがって，

⑶は誤っている。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，誤っている

ものを 1つ選びなさい。

⑴　民法上の組合と融資取引をする場合は，

委任状や決議書などの提出を求めて，その

借入れが組合の目的の範囲内であり，代表

者が正当な委任を受けているかを確認しな

ければならない。

⑵　法人とは，会社法による株式会社など法

律の規定によって成立するもののほか，マ

ンションの管理組合，PTA など法律で権利

義務の主体となることが認められたものを

いう。

⑶　町内会は，地方自治法の規定により法人

格を取得した認可地縁団体を除いて，法人

格を有しない団体である。

	 正解率　90％

正解　⑵	

　解　説

⑴　民法上の組合の代表者は，法律上は

委任された代理人に過ぎないので，組

合と融資取引をする場合は，その借入

れが組合の目的の範囲内であり，代表

者が正当な委任を受けているかを確認

しなければならない。したがって，⑴

は正しい。テキスト P49　9-2　取引の

相手方

⑵　法人とは，法律上の権利義務の主体

となることが認められたものであり，

法律の規定によって成立するものであ

る（民法 33 条）。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，

⑵は誤っているので，本問の正解であ

る。テキスト P47 ～ 49　9-1　取引を
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有効に行うための能力，9-2　取引の相

手方

⑶　自治会や町内会は，地方自治法の規

定により法人格を取得した認可地縁団

体を除いて，法人格を有しない団体で

ある。したがって，⑶は正しい。テキ

スト P49　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，

正しいものを 1つ選びなさい。

⑴　成年被後見人には，あらかじめ自らが選

んだ代理人が付され，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。

⑵　未成年者との取引は，もっぱら法定代理

人が本人に代わって行う。

⑶　未成年者の法定代理人になるのは親権者

であるが，親権者がいない場合は，未成年

者の親族等の申立てにより家庭裁判所が選

任した未成年後見人が法定代理人になる。

	 正解率　89％

正解　⑶	

　解　説

⑴　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。したがっ

て，⑴は誤っている。テキスト P51　

9-3　制限行為能力者との取引

⑵　未成年者の法律行為は，法定代理人

が本人に代わって行うわけではなく，

原則として法定代理人の同意が必要と

なるとされている。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になるのは親

権者であるが，親権者がいない場合は，

未成年者の親族等の申立てにより家庭

裁判所が選任した未成年後見人が法定

代理人になる。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

任 意 後 見 制 度

問　21　任意後見制度について，誤っている

ものを 1つ選びなさい。

⑴　任意後見制度とは，高齢者などが，将来，

判断能力が不十分な状態になった場合に備

えて，あらかじめ自らが選んだ代理人に，

自分の生活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制度で

ある。

⑵　任意後見契約は，公正証書で締結する必

要がある。

⑶　任意後見契約を結ぶことにより，本人の

判断能力が低下した後に，任意後見人が，

市区町村長が選任する任意後見監督人の監

督のもと，本人を代理して契約などをする

ことによって，本人の意思にしたがった適

切な保護・支援をすることが可能となる。

	 正解率　70％

正解　⑶	

　解　説

⑴　任意後見制度とは，高齢者など本人

が十分な判断能力があるうちに，将来，
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判断能力が不十分な状態になった場合

に備えて，あらかじめ自らが選んだ任

意後見人に，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（任意後見契約）を公正

証書で結んでおく制度である。したがっ

て，⑴は正しい。テキスト P52　9-3　

制限行為能力者との取引

⑵　任意後見契約は，公正証書で締結す

る必要がある。したがって，⑵は正しい。

テキスト P52　9-3　制限行為能力者と

の取引

⑶　任意後見契約を結ぶことにより，本

人の判断能力が低下した後に，任意後

見人が，任意後見契約で決めた事務に

ついて，「家庭裁判所」が選任する任意

後見監督人の監督のもと，本人を代理

して契約などをすることによって，本

人の意思にしたがった適切な保護・支

援をすることが可能となる。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 P52　9-3　制限行為

能力者との取引

印鑑の登録・印鑑証明

問　22　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　個人の印鑑登録証明書は，市区町村が発

行し，印鑑登録者本人またはその代理人に

交付される。

⑵　本人以外の者が印鑑登録証明書の発行を

申請する場合には，本人の委任状が必要と

なる。

⑶　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り，制限行為能力

者または破産者は印鑑の登録をすることが

できない。

	 正解率　53％

正解　⑴	

　解　説

⑴　個人の印鑑登録証明書は，市区町村

が発行し，印鑑登録者本人またはその

代理人に交付される。したがって，⑴

は正しいので，本問の正解である。テ

キスト P52　9-4　取引先の確認方法

⑵　代理人が発行を申請する場合にも，

印鑑登録証（印鑑カード）を提示して

申請書に本人の住所・氏名・生年月日

等の必要事項を記入すれば，本人から

の委任状は不要である。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，15

歳未満の者および成年被後見人は除か

れている。制限行為能力者や破産者も

印鑑の登録をすることができる。した

がって，⑶は誤っている。テキスト

P53　9-4　取引先の確認方法

株 式 会 社 と の 取 引

問　23　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　取締役会は，会社の業務を執行する機関

であり，会社の意思決定を執り行う。

⑵　代表取締役が複数名いる株式会社の場合，

各代表取締役は共同して会社を代表してい

るため，金融機関は代表取締役全員と取引

を行うことになる。
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⑶　株式会社と融資取引を開始する場合には，

最新の（できれば 2 週間以内に発行された）

登記事項証明書を入手する必要がある。

	 正解率　87％

正解　⑵	

　解　説

⑴　取締役会は，会社の業務を執行する

機関であり，会社の意思決定を執り行

う。したがって，⑴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

⑵　代表取締役が複数名いる会社の場合，

各代表取締役がそれぞれ代表権をもっ

ており，各自が単独で会社を代表する

ことができるため，申し出のあった代

表取締役と取引をすればよい。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 P54　9-5　株式会社

との取引で注意すること

⑶　最新の（できれば 2 週間以内に発行

された）登記事項証明書を入手する必

要がある。したがって，⑶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

融資申込み受付時の確認

問　24　融資申込み受付時の確認について，

誤っているものを 1つ選びなさい。

⑴　融資の申込みを受けたときは，まず「申

込内容」を確認した後で，「申込人の資格要

件」を確認する必要がある。

⑵　一般的には，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。

⑶　申込金額の検討にあたっては，個人の場

合，居住状況や家族数から生活費などを推

定し，年間所得との関係からみて返済が可

能かどうか判定する。

	 正解率　73％

正解　⑴	

　解　説

⑴　融資の申込みを受けたときは，まず，

申込人の本人特定事項の確認など「申

込人の資格要件」の確認を済ませた後

で「申込内容」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 P59　3-1　資格要件・申

込内容の確認

⑵　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，⑵は正しい。テキスト P60　3-3　

申込金額を検討する

⑶　申込金額の検討にあたっては，個人

の場合，居住状況や家族数から生活費

などを推定し，年間所得との関係から

みて返済が可能かどうか判定する。し

たがって，⑶は正しい。テキスト P60

　3-3　申込金額を検討する

申込金額の検討・資金使途の把握等

問　25　申込金額の検討および資金使途の把

握等について，正しいものはいくつあるか。

⑴～⑶の中から 1つ選びなさい。

ａ．季節資金は，季節ごとに発生する資金で，

たとえば，ボーナス資金や年末資金，納税

資金などは全業種に共通して必要な資金と

いえる。
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ｂ．つなぎ資金は，企業の生産や売上高が増

加するのにともなって，支払いも増加する

ことで必要となる資金をつなぐために必要

となる資金である。

ｃ．設備資金は，圃場・畜舎，店舗や工場の建物，

機械設備の取得などに必要となる資金であ

る。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　64％

正解　⑵	

　解　説

ａ．季節資金は，季節ごとに発生する資

金で，たとえば，ボーナス資金や年末

資金，納税資金などは全業種に共通し

て必要な資金といえる。したがって，a

は正しい。テキスト P63　3-6　資金使

途を把握する

ｂ．問題文は「増加運転資金」の説明であ

る。つなぎ資金は，入金を予定してい

た資金が，突発的な事情により入らな

かった場合などに必要となる資金であ

る。したがって，b は誤っている。テ

キスト P63　3-6　資金使途を把握する

ｃ．設備資金は，圃場・畜舎，店舗や工

場の建物，機械設備などの取得や賃借，

改良，補修に要する資金である。また，

これらの設備は使用することが目的で

あり，販売を目的としているわけでは

ないので，その返済は事業であげる利

益からとなり，融資期間も長期にな

る。したがって，c は正しい。テキス

ト P63　3-6　資金使途を把握する

　　以上により，a と c の 2 つが正しい

ので，⑵が本問の正解である。

融 資 期 間 の 検 討 等

問　26　融資期間の検討等について，正しい

ものを 1つ選びなさい。

⑴　お客さまが融資を希望する期間は，資金

使途や返済方法にもよるが，通常は運転資

金ならば長期，設備資金ならば短期となる。

⑵　融資担当者としての CS は，お客さまの

話に耳を傾け，お客さまの申し出を聴き入

れることが大切で，アドバイスや情報の提

供は控えるべきである。

⑶　融資の実行までには，融資条件の折衝か

ら必要書類の確認，調査，稟議などいろい

ろな過程があるが，融資申込みを拒絶した

ときに，申込人から債務不履行，信義則違

反を理由として損害賠償を請求されること

のないよう注意する必要がある。

	 正解率　93％

正解　⑶	

　解　説

⑴　お客さまが融資を希望する期間は，

資金使途や返済方法にもよるが，通常

は運転資金ならば短期，設備資金なら

ば長期となる。したがって，⑴は誤っ

ている。テキスト P64　3-7　融資期間

（返済予定日）を検討する

⑵　融資担当者としての CS は，お客さま

の申し出を何でも聴き入れるというこ

とではなく，お客さまの話に耳を傾け，

お客さまにとって適切なアドバイスや

情報を提供し満足していただくことで

ある。したがって，⑵は誤っている。テ

キスト P65 ～ 66　3-11　CS の考え方
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⑶　融資申込みを拒絶したときには，申

込人から債務不履行，信義則違反を理

由として損害賠償を請求されることの

ないよう注意する必要がある。したがっ

て，⑶は正しいので，本問の正解である。

テキスト P67　3-13　融資契約の成立

と融資義務

守 秘 義 務

問　27　守秘義務について，誤っているもの

を 1つ選びなさい。

⑴　守秘義務は，取引が終了するまで，取引

以前の予備折衝段階においても負担するこ

とになる。

⑵　取引先の承諾がある場合，法令の規定に

よる場合には，守秘義務違反に問われるこ

とがないと考えられている。

⑶　金融機関間の信用照会制度は，守秘義務

の例外として認められているもので，回答

結果に対してお互いの責任を追及しないこ

とを前提としているが，故意に誤った事実

を回答し，相手金融機関に損害を与えたよ

うな場合には，不法行為による損害賠償責

任を問われる可能性がある。

	 正解率　64％

正解　⑴	

　解　説

⑴　守秘義務は，取引中のみでなく，取

引以前の予備折衝段階においても，ま

た取引終了後においても負担すること

になる。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

P68 ～ 69　6　守秘義務

⑵　お客さまの承諾がある場合，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，手形・小切手の信用照会等，金融

機関の営業上必要な場合は，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は正しい。テ

キスト P69　6-1　守秘義務とは

⑶　故意に誤った事実を回答し，相手金

融機関に損害を与えたような場合には，

不法行為による損害賠償責任を問われ

る可能性がある。したがって，⑶は正

しい。テキスト P70 ～ 71　6-3　信用

照会制度とは

個 人 情 報 の 保 護

問　28　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，死者に関する情報は，原則と

して保護すべき個人情報には該当しない。

⑵　個人情報は，氏名，生年月日など特定の

個人を識別できる情報であるが，防犯カメ

ラの映像は，原則として保護すべき個人情

報に該当しない。

⑶　指紋・掌紋などの生体情報を変換した符

号や，マイナンバーなどの公的な番号のよ

うな特定の個人を識別できる文字，番号，

記号等の符号は，原則として保護すべき個

人情報に該当しない。

	 正解率　57％

正解　⑴	

　解　説

⑴　個人情報とは，氏名，生年月日など
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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。

生存する個人に関する情報であること

から，死者に関する情報は原則として

個人情報とはならない。したがって，

⑴は正しいので，本問の正解である。

テキスト P69 ～ 70　6-2　個人情報の

保護

⑵　個人情報は，特定の個人を識別でき

る情報であることから，氏名のような

代表的な個人情報のほか，たとえば営

業店の防犯カメラの映像も個人情報に

該当する。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　指紋・掌紋などの生体情報を変換し

た符号や，マイナンバーなどの公的な

番号のような特定の個人を識別できる

文字，番号，記号等の符号（個人識別

符号）も個人情報に該当する。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

個 人 の 資 格 調 査

問　29　個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　個人信用情報とは，氏名や生年月日など

個人を特定する情報のほか，クレジットや

ローンの申込み・契約内容や返済・支払状況，

借入残高など，個人の信用取引に関する客

観的な取引履歴のことである。

⑵　個人は，信用情報機関に開示請求すれば，

自分の信用情報を確認することができる。

⑶　面談中に制限行為能力者や浪費者と判断

されるような言動があれば，戸籍謄本の提

出を求め，行為能力を確認する。

	 正解率　84％

正解　⑶	

　解　説

⑴　個人信用情報とは，氏名や生年月日

など個人を特定する情報のほか，クレ

ジットやローンの申込み・契約内容や

返済・支払状況，借入残高など，個人

の信用取引に関する客観的な取引履歴

のことである。したがって，⑴は正しい。

テキスト P76　9-3　資格調査のポイン

ト――個人

⑵　信用情報機関への開示請求によって，

個人が自分の信用情報を確認すること

もできる。したがって，⑵は正しい。

テキスト P76　9-3　資格調査のポイン

ト――個人

⑶　面談中に制限行為能力者や浪費者と

判断されるような言動があれば，成年

後見にかかる登記事項証明書等の提出

を求め，行為能力を確認する。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 P76　9-3　資格調査

のポイント――個人

法 人 の 資 格 調 査

問　30　法人の資格調査について，正しいも

のを 1つ選びなさい。

⑴　会社の事業は法律で定められているので，

会社案内の事業内容に記載されている事業

の範囲内かどうかを確認する必要がある。

⑵　株式会社の場合，代表取締役だけは登記

事項証明書に肩書・氏名とともに住所も記

載されているのに対して，取締役と監査役

については肩書と氏名のみが記載されてい
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る。

⑶　従業員については，パート社員を除く正

社員数を調べて信用調査表に記入する。

	 正解率　69％

正解　⑵	

　解　説

⑴　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）。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か

どうかを確認する。したがって，⑴は

誤っている。テキスト P78　9-5　商業

登記簿の調査と経営実態調査

⑵　株式会社の場合，取締役と監査役に

ついては肩書と氏名のみが登記事項証

明書に記載され，代表取締役だけは住

所も記載されている。したがって，⑵

は正しいので，本問の正解である。テ

キスト P78　9-5　商業登記簿の調査と

経営実態調査

⑶　従業員については，正社員数だけで

なくパート社員数も記入し，正社員と

の換算値も記入すれば，1 人当たり生

産性や人件費などの判断が容易になり，

同業他社との比較ができる。したがっ

て，⑶は誤っている。テキスト P79　

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，誤っている

ものを 1つ選びなさい。

⑴　土地・建物の登記簿は，表題部・権利部（甲

区・乙区）に分かれている。

⑵　不動産登記簿の表題部には，権利の目的

となっている土地または建物の所在地およ

び現況が表示されている。

⑶　不動産登記簿の権利部（甲区）には，所

有権および抵当権の登記に関する事項が記

録されており，権利部（乙区）には，その

他の権利の登記に関する事項が記録されて

いる。

	 正解率　77％

正解　⑶	

　解　説

⑴　土地・建物の登記簿は，表題部・権

利部（甲区・乙区）に分かれている。

したがって，⑴は正しい。テキスト

P84　9-8　不動産登記簿の調査ポイン

ト

⑵　不動産登記簿の表題部には，権利の

目的となっている土地または建物の所

在地および現況が表示されている。し

たがって，⑵は正しい。テキスト P84

　9-8　不動産登記簿の調査ポイント

⑶　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

ており，権利部（乙区）には，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。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 P84　9-8　不動産登記簿の調査ポイ

ント

不 動 産 登 記 簿

問　32　不動産登記簿について，正しいもの

を 1つ選びなさい。

⑴　不動産登記には公信力があるので，不動
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産取引の安全を保護するために，無権利者

と取引したとしても，一定の要件を満たす

ときには，権利（所有権や担保権）を取得

することができる。

⑵　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

設定契約が締結された順序によって決定さ

れる。

⑶　マンションなどの区分建物の登記簿には，

建物全体の表題部と，区分された専有部分

の表題部がある。

	 正解率　72％

正解　⑶	

　解　説

⑴　不動産登記には公信力がないので，

登記という外観を信じても，保護され

ることはない。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　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，

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，⑵は誤っている。テ

キスト P85　9-8　不動産登記簿の調査

ポイント

⑶　区分建物の登記簿には，建物全体の

表題部と，区分された専有部分の表題

部がある。したがって，⑶は正しいので，

本問の正解である。テキスト P85　9-8

　不動産登記簿の調査ポイント

企 業 の 経 営 実 態 調 査

問　33　企業の経営実態調査について，誤っ

ているものを 1つ選びなさい。

⑴　商品の流れを調整するのは在庫品であり，

通常の受注に応じられるだけの在庫がある

か，不良在庫品を多く抱えていないかなど，

在庫量が適正であるかどうかをチェックす

る必要がある。

⑵　販売先・仕入先の調査にあたっては，仕

入条件と販売条件のバランスがとれている

かどうかをチェックする必要がある。

⑶　販売条件の調査にあたっては，売掛期間，

回収条件（現金・振込と手形の比率），手形

サイト（商品（製品）の注文から手形の振

出日までの期間）などをチェックする必要

がある。

	 正解率　50％

正解　⑶	

　解　説

⑴　在庫量が適正であるかどうかは，そ

の企業の収益にも大きくかかわる。倉

庫の中が在庫品の種類ごとに整然とか

つ量的にもすぐ把握できるようになっ

ているか，あるいは不良品在庫，流行

遅れ品などがたくさんあり，倉庫が雑

然としていないか，などの点から在庫

管理の良し悪しも判断する。したがっ

て，⑴は正しい。テキスト P92　9-11

　主要取扱商品（製品）・在庫品を調査

する

⑵　販売先・仕入先の調査にあたっては，

仕入条件と販売条件のバランスがとれ

ているかどうかをチェックする必要が

ある。したがって，⑵は正しい。テキ

スト P93　9-12　主力販売先・仕入先

を調査する

⑶　販売条件の調査にあたっては，売掛
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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

する必要がある。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 P93　9-12　主力販売先・仕入先

を調査する

貸 借 対 照 表

問　34　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，ある一定時点の企業の財

政状態を表したものである。

⑵　貸借対照表の借方は，企業が資本をいか

にして調達しているかを表示しており，貸

方は，企業がその資本でどのような資産を

有し，どのように運用しているのかを表示

している。

⑶　貸借対照表の借方と貸方の合計額は，必

ずしも一致するとは限らない。

	 正解率　75％

正解　⑴	

　解　説

⑴　貸借対照表は，ある一定時点の企業

の財政状態を表したものである。した

がって，⑴は正しいので，本問の正解

である。テキスト P96　10-3　貸借対

照表で企業の財政状態を確認する

⑵　貸借対照表の貸方（右側）は，企業

が資本をいかにして調達しているかを

表示しており，借方（左側）は，企業

がその資本でどのような資産を有し，

どのように運用しているのかを表示し

ている。したがって，⑵は誤っている。

テキスト P96　10-4　貸借対照表には

何が記載されているか

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

は誤っている。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　35　損益計算書（報告式）により，売上

高から当期純利益を算出する次の計算式の	

（　　）内に当てはまる語句の組み合わせとし

て，正しいものを 1つ選びなさい。

売上高−売上原価＝（　a　）

（　a　）−販売費・一般管理費＝（　b　）

（　b　）＋営業外収益−営業外費用＝（　c　）

（　c　）＋特別利益−特別損失＝（　d　）

（　d　）−法人税等＝（　e　）

⑴　a. 営業利益 b. 税引前当期純利益

　　c. 当期純利益 d. 売上総利益

　　e. 経常利益

⑵　a. 売上総利益 b. 営業利益

　　c. 経常利益 d. 税引前当期純利益

　　e. 当期純利益

⑶　a. 経常利益 b. 営業利益

　　c. 税引前当期純利益 d. 当期純利益

　　e. 売上総利益

	 正解率　97％

正解　⑵	

　解　説

　　売上高−売上原価＝（a. 売上総利益）

　　（a. 売上総利益）−販売費・一般管理費 

　＝（b. 営業利益）
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　　（b.営業利益）＋営業外収益−営業外費用 

　＝（c. 経常利益）

　　（c. 経常利益）＋特別利益−特別損失 

　＝（d. 税引前当期純利益）

　　（d. 税引前当期純利益）−法人税等 

　＝（e. 当期純利益）

　　したがって，⑵が正しい組み合わせ

なので，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

資金繰り表・合計残高試算表

問　36　資金繰り表および合計残高試算表に

ついて，誤っているものを 1つ選びなさい。

⑴　資金繰り表は，企業における月々の現金

収入と現金支出を見積り計上し，将来の資

金の状況を把握するための表である。

⑵　企業は，収支のバランスがとれているか，

また，その収支のタイミングがあっている

かという観点から合計残高試算表を作成す

る。

⑶　融資先企業の資金繰り表と合計残高試算

表を照合することにより，決算書の作成時

点における計数分析と企業の現実の内容と

のズレを解消し，正確な信用調査をするこ

とができる。

	 正解率　64％

正解　⑵	

　解　説

⑴　資金繰り表は，企業における月々の

現金収入と現金支出を見積り計上し，

将来の資金の状況を把握するための表

である。したがって，⑴は正しい。テ

キスト P99　10-6　最新の企業内容を

知るための資金繰り表と合計残高試算

表

⑵　企業は，収支のバランスがとれてい

るか，また，その収支のタイミングが

あっているかという観点から資金繰り

表を作成する（合計残高試算表は，取

引を勘定科目ごとに記録した総勘定元

帳への仕訳や転記が正しく行われてい

るかどうかを検証するために作成され

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 P100　10-6　最新の企業内容を知

るための資金繰り表と合計残高試算表

⑶　融資先企業の資金繰り表と合計残高

試算表を照合することにより，決算書

の作成時点における計数分析と企業の

現実の内容とのズレを解消し，正確な

信用調査をすることができる。したがっ

て，⑶は正しい。テキスト P101　10-6

　最新の企業内容を知るための資金繰

り表と合計残高試算表

財 務 分 析 の 手 法

問　37　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　安全性の分析――固定長期適合率

⑵　流動性の分析――総資本回転率

⑶　収益性の分析――総資本対自己資本比率

	 正解率　55％

正解　⑴	

　解　説

　　財務分析の手法には，次のようなも

のがある。

・安全性を分析する比率…総資本対自己
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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

・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

・成長性を分析する比率…売上高増加率，

経常利益増加率など

　　したがって，「安全性の分析――固

定長期適合率」がもっとも適当な組み

合わせなので，⑴が本問の正解である。

テキスト P101 ～ 105　11-1　収益性

を分析する比率～ 11-4　成長性を分析

する比率

担 保

問　38　担保について，正しいものを 1つ選

びなさい。

⑴　担保とは，融資金が約定どおり返済され

ない場合に備えて，あらかじめ金融機関が

債務者または第三者との契約によって提供

させる，有形・無形の財産をいう。

⑵　物的担保は，法的には担保物権と呼ばれ，

抵当権，質権，先取特権，留置権，地上権，

地役権がある。

⑶　約定担保物権は，債権者，債務者および

担保提供者の三者の契約によって生ずる。

	 正解率　67％

正解　⑴	

　解　説

⑴　担保とは，融資金が約定どおり返済

されない場合に備えて，あらかじめ金

融機関が債務者または第三者との契約

によって提供させる，有形・無形の財

産をいう。したがって，⑴は正しいので，

本問の正解である。テキスト P110　1

　担保にはどのようなものがあるか

⑵　物的担保は，法的には担保物権と呼

ばれ，抵当権，質権，先取特権，留置

権がある（地上権，地役権は用益物権

である）。したがって，⑵は誤っている。

テキスト P110　1　担保にはどのよう

なものがあるか

⑶　法定担保物権が，一定の要件が備わ

れば法律上当然に生ずる担保物権であ

るのに対して，約定担保物権は，債権

者と担保提供者との契約によって生ず

るものである（たとえば，抵当権の場

合なら債権者＝抵当権者，担保提供者

＝設定者が契約の当事者となる）。し

たがって，⑶は誤っている。テキスト

P110　1　担保にはどのようなものが

あるか

不 動 産 担 保

問　39　不動産担保について，誤っているも

のを 1つ選びなさい。

⑴　不動産を担保にとる場合の調査は，まず，

目的不動産の所有者の確認からはじめる。

⑵　不動産担保のメリットは，担保不動産の

価値が審査に反映されるので，無担保のカー

ドローンなどと比べて長期かつ多額の融資

を受けやすく，金利を低く抑えることも可

能となることがあげられる。

⑶　抵当不動産の所有者が融資申込人以外の

第三者である場合でも，必ず融資申込人に

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融資申込人本人
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に記入してもらう必要がある。

	 正解率　69％

正解　⑶	

　解　説

⑴　不動産に抵当権を設定できるのは現

在の所有者だけであり，抵当権設定者

が土地の所有者ではなかった場合，当

該抵当権は無効となるので，不動産を

担保にとる場合の調査は，まず，目的

不動産の所有者の確認からはじめる。

したがって，⑴は正しい。テキスト

P111　1-2　不動産を担保にとる場合

の調査手順

⑵　不動産担保は，無担保のカードロー

ンなどと比べて長期かつ多額の融資を

受けやすく，金利を低く抑えることも

可能となる。したがって，⑵は正しい。

テキスト P111　1-1　不動産担保とは

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。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 P112　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，正しいものを 1つ選

びなさい。

⑴　債権者が担保物件を債務が弁済されるま

で自分のもとにおいておき，弁済されない

場合にはそれを換価して，その金銭で他の

債権者よりも優先して弁済を受ける権利を

質権という。

⑵　質権の対象は，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，預貯金の証書や有価証券

のような動産は不適当である。

⑶　機械・器具を担保にとる方法としては，

債務者の返済原資を得る手段を取り上げて

しまうことにならないよう，質権が利用さ

れる。

	 正解率　70％

正解　⑴	

　解　説

⑴　債権者が担保物件を債務が弁済され

るまで自分のもとにおいておき，弁済

されない場合にはそれを換価して，そ

の金銭で他の債権者よりも優先して弁

済を受ける権利を質権という。したがっ

て，⑴は正しいので，本問の正解である。

テキスト P114 ～ 115　1-3　預貯金を

担保にとる

⑵　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，預貯金の証書や

有価証券などが適切であり，逆に自動

車のような動産は不適当である。し

たがって，⑵は誤っている。テキスト

P115　1-3　預貯金を担保にとる

⑶　民法では，動産の質権者は自己に代

わって質権設定者に質物の占有をさせ

ることはできないこととされており，

機械・器具に動産質権を設定すると，

債務者の返済原資を得る手段を取り上

げてしまうことになるため，機械・器

具を担保にとる方法として譲渡担保が
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利用される。したがって，⑶は誤って

いる。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　抵当権設定契約は，債権者と債務者との

間で，設定について合意契約を結ぶことに

よって担保不動産上に成立し，債権者は抵

当権を取得することになる。

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すれば，

抵当権もそれに伴って第三者に移転する。

⑶　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は，抵当権の効力は

及ばない。

	 正解率　64％

正解　⑵	

　解　説

⑴　抵当権設定契約は，債権者と抵当権

設定者（担保提供者）との間で，設定

について合意契約を結ぶことによって

担保不動産上に成立し，債権者は抵当

権を取得することになる。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　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は正し

いので，本問の正解である。テキスト

P117　2-2　抵当権の法的性質

⑶　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。したがって，⑶は

誤っている。テキスト P117　2-2　抵

当権の法的性質

普通抵当権・根抵当権

問　42　普通抵当権および根抵当権について，

正しいものを 1つ選びなさい。

⑴　普通抵当権は，特定の債権を担保するこ

とを目的として設定されるもので，担保さ

れた債権が弁済によって消滅しても抵当権

は消滅しない。

⑵　根抵当権は，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。

⑶　極度額とは，実務的には，繰り返し融資

を受けることができる上限額のことで，根

抵当権については，元本の確定時にこの極

度額を定めることになっている。

	 正解率　57％

正解　⑵	

　解　説

⑴　普通抵当権は，特定の債権を担保す

ることを目的として設定されるもので，

担保された債権が弁済によって消滅す

ると抵当権も消滅する。したがって，

⑴は誤っている。テキスト P117　2-3

　抵当権には 2 つの種類がある

⑵　根抵当権は，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は正しいので，本問の正解である。
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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は誤っている。テ

キスト P118 ～ 119　2-4　普通抵当権

と根抵当権

抵 当 権 の 設 定

問　43　抵当権の設定について，誤っている

ものを 1つ選びなさい。

⑴　抵当権の設定は，登記をしなければこの

登記以後の目的不動産の第三取得者に対抗

することはできない。

⑵　建物が建っている土地に抵当権を設定す

る場合には，土地と建物の両方を抵当権の

目的物とすることはできない。

⑶　借地上の建物に抵当権を設定する場合，

借地権が賃借権である場合には，賃借権譲

渡に関する地主の承諾書を得る必要がある。

	 正解率　91％

正解　⑵	

　解　説

⑴　抵当権の設定は，登記をしなければ

この登記以後の目的不動産の第三取得

者に対抗することはできない。したがっ

て，⑴は正しい。テキスト P119　3　

抵当権設定のポイント

⑵　建物が建っている土地は，土地だけ

に抵当権を設定するのではなく，土地

と建物の両方を抵当権の目的物とする。

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 P120　3-1

　土地・建物に抵当権を設定する場合

の注意事項

⑶　借地上の建物に抵当権を設定したと

きは，建物に対する抵当権の効力が賃

借権にも及ぶというのが裁判所の判断

であるが，競売などによって第三者に

建物所有権が移った場合には地主の承

諾が必要になる（民法 612 条）ため，

あらかじめ承諾を得ておく方法がとら

れる。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　44　保証について，誤っているものを	

1 つ選びなさい。

⑴　保証は，特定の財産が担保の目的になっ

ているわけではなく，保証人の全財産が主

債務の限度で担保されている。

⑵　保証契約は，書面でしなければ効力を生

じない。

⑶　保証債務は，主債務が無効の場合であっ

ても，無効となることはない。

	 正解率　73％

正解　⑶	

　解　説

⑴　保証は，特定の財産が担保の目的

になっているわけではなく，保証人の

全財産が主債務の限度で担保されてい

る。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は正しい。
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テキスト P122　4-2　保証契約の成立

⑶　保証債務は，主債務が無効の場合に

は無効となる（付従性）。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 P122　4-3　保証の法的

性質，P117　2-2　抵当権の法的性質

連 帯 保 証

問　45　連帯保証について，正しいものを	

1 つ選びなさい。

⑴　連帯保証とは，保証人が債務者と連帯し

て保証債務を負担することをいう。

⑵　連帯保証人には，分別の利益は認められ

ているが，催告の抗弁権と検索の抗弁権が

認められていない。

⑶　経営者以外の第三者との間では，個人連

帯保証契約を締結することができない。

	 正解率　72％

正解　⑴	

　解　説

⑴　連帯保証とは，保証人が債務者と連

帯して保証債務を負担することをいう。

したがって，⑴は正しいので，本問の

正解である。テキスト P124　4-7　連

帯保証

⑵　連帯保証人には分別の利益がなく，

催告の抗弁権や検索の抗弁権も認めら

れていない。したがって，⑵は誤って

いる。テキスト P124 ～ 125　4-7　連

帯保証

⑶　経営者以外の第三者との間で個人連

帯保証契約を締結することはできるが，

契約者本人の経営への関与の度合いに

留意し，原則として，経営に実質的に

関与していない場合であっても保証債

務を履行せざるを得ない事態に至る可

能性があることについての特段の説明

を行うとともに，保証人から説明を受

けた旨の確認を行う必要がある。した

がって，⑶は誤っている。テキスト

P124　4-7　連帯保証，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

根 保 証

問　46　根保証について，誤っているものを

1つ選びなさい。

⑴　根保証とは，債権者と債務者との間の一

定の継続的取引によって起こる，債務者が

現在および将来負担する不特定の債務を保

証することをいう。

⑵　根保証には，保証の期限や限度額を定め

ない包括根保証と，これらを定める限定根

保証とがあるが，個人に対しては，民法で

いずれの根保証も禁止されている。

⑶　主たる債務者が事業のために負担する債

務を主債務とする保証を個人に委託する場

合には，主たる債務者が当該委託を受ける

者に対して，財産および収支の状況等の情

報を提供しなければならない。

	 正解率　77％

正解　⑵	

　解　説

⑴　根保証とは，債権者と債務者との間

の一定の継続的取引によって起こる，

債務者が現在および将来負担する不特

定の債務を保証することをいう。した
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がって，⑴は正しい。テキスト P125　

4-8　根保証

⑵　民法は，個人に対しては包括根保証

を禁止しているが，保証の期間・限度

額（債権極度額）など債務の範囲を明

確に定める限定根保証は禁止していな

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 P126　

4-8　根保証

⑶　債務者は，委託した保証人に対して

情報提供義務を負っている。したがっ

て，⑶は正しい。テキスト P127　4-10

　保証人に対する情報提供義務

農協取引約定書・漁協取引約定書

問　47　農協取引約定書および漁協取引約定

書（以下，この問において「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　農協取引約定書には，債務者の署名捺印

（実印）と，所定の収入印紙を貼付し，消印

をしてもらう。

⑵　農協取引約定書を取り交わすと与信取引

が成立し，金融機関に融資義務が生ずるこ

とになるので，誤解のないよう融資申込者

に対して十分に説明したうえで取り交わす

必要がある。

⑶　農協取引約定書は，債務者がいつでも契

約内容を確認できるよう 2 通作成し，1 通

を債務者に渡す。

	 正解率　64％

正解　⑵	

　解　説

⑴　農協取引約定書には，債務者の署名

捺印（実印）と，所定の収入印紙を貼

付し，消印をしてもらう。したがって，

⑴は正しい。テキスト P136　2-2　新

規融資取引の場合は農協取引約定書を

取り交わす

⑵　農協取引約定書は，定型的な取引内

容を明文化し，取引上の便宜をはかっ

たものであり，農協取引約定書を取り

交わしたからといって，融資義務が生

ずるわけではない。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 P136 ～ 137　2-2　新規融資

取引の場合は農協取引約定書を取り交

わす

⑶　農協取引約定書は，債務者がいつで

も契約内容を確認できるよう 2 通作成

し，1 通を債務者に渡す。したがって，

⑶は正しい。テキスト P136 ～ 137　

2-2　新規融資取引の場合は農協取引約

定書を取り交わす

署 名 と 記 名

問　48　署名と記名について，正しいものの

組み合わせを 1つ選びなさい。

ａ．署名は，自筆で手書き（自署，サイン）

が原則とされている。

ｂ．記名は，ゴム印・印刷・パソコン等方法

のいかんを問わず自分の氏名を記すことで

ある。

ｃ．契約書に署名すべき場合，法的には，記

名押印をもって，署名に代えることはでき

ないとされている。

⑴　a・b

⑵　b・c

⑶　a・c
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	 正解率　66％

正解　⑴	

　解　説

ａ．署名は，自筆で手書き（自署，サイ

ン）が原則とされている。したがって，

a は正しい。テキスト P137　2-3　署

名捺印と記名押印

ｂ．記名は，ゴム印・印刷・パソコン等

方法のいかんを問わず自分の氏名を記

すことである。したがって，b は正しい。

テキスト P137　2-3　署名捺印と記名

押印

ｃ．契約は，申込みと承諾という意思表

示の合致によって成立する。法律上の

効果としては，署名と記名押印とで違

いはない。したがって，c は誤っている。

テキスト P137　2-3　署名捺印と記名

押印

　　以上により，a と b の 2 つが正しい

ので，⑴が本問の正解である。

相 続

問　49　相続について，正しいものを 1つ選

びなさい。

⑴　個人債務者が死亡した場合，相続人は，

相続開始の時から，被相続人の財産に属し

た一切の権利義務を，法定相続分の割合に

応じて承継する。

⑵　相続人が配偶者と被相続人の父母の場合，

法定相続分は，民法で配偶者 2 分の 1，父

母 2 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　77％

正解　⑶	

　解　説

⑴　必ず法定相続分で分割しなければな

らないわけではなく，相続税額を求め

るときや，相続人同士の話し合いで合

意できない場合に，法定相続分が法律

上の目安となる。したがって，⑴は誤っ

ている。テキスト P153　8　債務者等

の死亡と相続実務

⑵　相続人が配偶者と被相続人の父母の

場合，法定相続分は，民法で配偶者 3

分の 2，父母 3 分の 1 と定められている。

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

債務者等の死亡と相続実務

問　50　債務者等の死亡と相続実務について，

誤っているものを 1つ選びなさい。

⑴　不動産担保提供者が死亡した場合，担保

物権は無効となるので，速やかに担保物件

の名義を相続人名義に変えてもらうように

する。

⑵　個人債務者が死亡した場合，特定の相続

人に全相続債務を引き受けてもらうには，

「併存的債務引受」と「免責的債務引受」の

2 つの方法がある。
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⑶　被相続人に法定相続人がいない場合，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」に帰属することとなる。

	 正解率　61％

正解　⑴	

　解　説

⑴　不動産担保提供者が死亡した場合，

担保提供者が債務者本人であっても，

第三者であっても，担保物権はそのま

ま有効である。ただし，実務上は，担

保物件の名義を速やかに相続人名義に

変えてもらうようにする。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 P156　8-4　ケース別の

相続実務

⑵　個人債務者が死亡した場合，特定の

相続人に全相続債務を引き受けてもら

うには，「併存的債務引受」と「免責的

債務引受」の 2 つの方法がある。した

がって，⑵は正しい。テキスト P155　

8-3　相続人のうち特定の相続人が全相

続債務を引き受ける場合

⑶　被相続人に法定相続人がいない場合，

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

ることとなる。したがって，⑶は正しい。

テキスト P156　8-4　ケース別の相続

実務
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